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  ”新生”理学部の一年             理学部長   尾関 寿美男    

 

同窓会の皆様には一貫してご支援を賜り、心よ

りお礼申し上げます。 

この三月に理学部を卒業された皆様、また大学

院理工学系研究科(修士)・総合工学系研究科(博

士)を修了された皆様、誠におめでとうございます。

専門性を発揮してご活躍されることをお祈りしま

す。 

理学部、大学院理工学系研究科・総合工科学系

研究科にご入学の皆さん、おめでとうございます。

美しい松本の地で、心豊かな生活の中で、世界に

羽ばたくための切磋琢磨を期待します。 

 

平成27年4月に６学科制から２学科７コース制へ

と改組し、幅広い基礎力と専門性の高い研究力の

ある人材、創造性のある人材を輩出するために、

理学の共通基盤を全員が修めた上で、専門を深め

る体制を構築することを目指しています。研究も

教育も『グリーンサイエンス』をキーワードに据

えて、学科・コースの壁を越えて連携した教育・

研究環境を整えつつあります。理学部の全新入生

に必修科目(グリーンサイエンス通論4単位、基礎

解析学および線形代数学8単位)を課しました。一

年生の数学学習支援のために、「数学茶屋」と称

して２名の院生・４年生を16:00-18:00に前期は毎

日、後期は週２日待機させ、学習相談に応じまし

た。これを機に、学生への学習支援を強化するた

めに、これまでの「サイエンスラウンジ」(数学、

物理)に化学を加えて、大学院生のアドバイザーを

各２名程度配置し、全学年に対応できるようにし

ました。全一年生へのTOEIC(IP)テストの受験(２

回)を実施しました。１回目の平均点は434点で、

２回目に期待しましたが加点はなく、ここでも高

校時代の学習習慣の欠如が浮き彫りになった形で

す。継続的な受験を強く推奨するとともに、成果

につなげる対策を検討中です。グローバル化への

対応は英語だけではありませんが、まずは英会話

などのコミュニケーションの機会を増やすために、

「インターナショナル茶屋」(４回)での留学生と

の対話・交流や英語での報告や海外渡航(短期留学、

学会発表など)を支援しました。来年度も継続して

グローバル化に対応するこれらの取り組みを推進

します。 

多様な学生に対応するため卒業に向けて3プログ

ラムを設定して、きめ細かく対応することにして

おり、「先進プログラム」(１年生のときから先端

的な演習，実験，実習の機会を余分に経験できる)

については先行して実施しています。他に、「標

準プログラム」(卒業研究を修める)と「学際プロ

グラム」(卒業研究の代わりにテーマに基づく講義

を幅広く履修する)を順次実施する予定です。また，

社会での活躍を期するためのキャリアー教育(必修

1単位)を，同窓会の支援を受けて次年度から実施

します。 

学部の定員を今年度に5名減らして、大学院修士

課程の定員を平成28年度から5名増やして75名にし

ます。これは6年一貫教育の方策の一つです。大学

院進学者は50％を越えているとはいえ十分ではな

く，さらに進学率をあげるために学部教育を充実

させると同時に、顕著な研究成果をあげて、魅力

ある大学院にしていく方策を実施しています。 

 

理学部同窓会には、引き続き改組に伴う理学部

ホームページの改定(英語版)をはじめ、インター

ナショナル茶屋の開催、キャリアー(職業観)教育

の実施に対する人的・資金的援助など、多大の支

援をいただいております。 

 平成28年度には理学部は50周年を迎えます。文

理学部が分かれて50年を記念して10月8日に記念式

典および講演会をホテルブエナビスタ松本で開催

します。合わせて、記念誌を発行して祝うことに

しています。是非ともご協力をお願い申し上げま

す。 
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学  長  挨  拶                        濱田 州博    

 

 平成27年10月1日付で信州大学長に就任しました

濱田州博（はまだくにひろ）でございます。日頃

より信州大学理学部同窓会の皆様には、一方なら

ぬご支援、ご協力を賜りまして誠にありがとうご

ざいます。まずは厚くお礼を申し上げます。 

 簡単に自己紹介をさせていただきます。1959年

（昭和34年）兵庫県神戸市に生まれました。兵庫

県立兵庫高等学校を卒業し、1年間浪人生活を送っ

た後、東京工業大学に入学しました。博士課程ま

で9年間を東京で過ごした後、つくば市（当時は桜

村）の通商産業省（現在の経済産業省）工業技術

院繊維高分子材料研究所に1年2ヶ月勤務し、1988

年6月より上田市にある信州大学繊維学部で大学教

員生活を始めました。長野県在住が28年目となり

（1年間アメリカに留学しておりましたが）、人生

では長野県で最も長く生活しております。この10

月からは松本で平日は暮らしており、若干生活環

境は変わりましたが、気候的には上田市とそれ程

違いはなく、生活面では慣れてきたところです。

女鳥羽川の土手を歩いて通っておりますが、冬の

寒さはやはり厳しいと文字通り骨身に沁みている

ところです。 

専門は、繊維染色化学で、化学がベースです。

そのため、理学部化学科（理学科化学コース）で

組まれているカリキュラムと同様の科目を勉強し、

その上で化学工業に関することを学修してきまし

た。 

研究としては、繊維を染色するための染料の合

成とその物性やインクジェットプリンター用イン

クの調製とその物性等を調べてきました。9月末で

教授職がなくなり、教育・研究の第一線からは退

きましたので、学生と接触する機会が減り、少し

寂しく思っております。理科系という意味では理

学部同窓生の皆様と共通点があろうかと思います。 

 

 さて、次に信州大学の現状、主に組織の改編に

ついて報告させていただきます。 

平成25年度に人文学部が1学科に改組したことに

引き続き、平成27年度には、理学部（6学科から2

学科に）と農学部（3学科から1学科に）が改組し

ました。平成28年度には、教育学部（「生涯スポー

ツ課程」と「教育カウンセリング課程」の学生募

集を停止し、1課程14コースで学生募集）、経法学

部（経済学部から経法学部に改称し、学士（経済

学）を授与する応用経済学科と学士（法学）を授

与する総合法律学科の2学科体制に）、工学部（7

学科から5学科に）、繊維学部（4系9課程から4学

科に）が改組します。また、大学院修士課程でも

平成28年度から新たな組織がスタートします。一

つは、教育学研究科に高度教職実践専攻（教職大

学院）を設置することです。もう一つは、理工学

系研究科と農学研究科の2研究科18専攻を、理学、

工学、繊維学、農学及び生命医工学の5専攻により

構成される総合理工学研究科へ統合再編すること

です。何れも時代にマッチし、研究に裏打ちされ

た充実した組織にしていければと考えております。

理学関係の修士課程では、理学研究科が工学系研

究科に入り、その後平成24年度から理工学研究科

となっておりましたが、総合理工学研究科へ衣替

えすることとなります。一時「理」の文字が消え

ておりましたが、理工学という形で「理」の文字

を復活させており、名前的には理学部同窓会に皆

様にも少しは馴染みがでたのではないかと思いま

す。現在、博士課程の組織である総合工学系研究

科の改組も計画しており、決定しましたら皆様に

ご報告させていただきます。 

 もう1点、国立大学法人を取り巻く環境について

も少し触れておきます。平成28年度から第3期中期

目標・中期計画期間が始まります。第3期では、国

立大学法人運営交付金において3つの重点支援枠が

設けられました。重点支援①では、主として、地

域に貢献する取組とともに、専門分野の特性に配

慮しつつ、強み・特色のある分野で世界・全国的

な教育・研究を推進する取組を中核とする国立大

学を支援、重点支援②では、主として、専門分野

の特性に配慮しつつ、強み・特色のある分野で地

域というより世界全国的な教育・研究を推進する

取組を中核とする国立大学を支援、重点支援③で

は、主として、卓越した成果を創出している海外

大学と伍して、全学的に卓越した教育研究、社会

実装を推進する取組を中核とする国立大学を支援

となっております。信州大学では、3分類の内、重

点支援①を選択し、先鋭領域融合研究群を中心と

した世界的な教育研究と多分野における地域的・

全国的な教育研究拠点を構築することを目標に掲

げております。日経グローカル誌による「全国大

学の地域貢献度ランキング」で、4年連続1位となっ

た地域的な取組を重視しながらも、特色ある教育・

研究分野で世界ナンバーワンを目指していきたい

と考えております。 

 大学の組織や取り巻く状況が変化しても、大学

の主たる目的が学生に基盤的な能力を身につけさ
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せ、社会に優位な人材として送り出すことに変わ

りはありません。そのような目的に同窓生の皆様

のご経験を活かしていければと思っております。 

 大学は、在学生や教職員だけではなく、様々な

方々とともに歩んでおります。同窓会の皆様とと

もに歩んでいける大学になることを目指したいと

思っておりますので、これまでと同様のご支援、 

ご協力をお願い申し上げます。 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

会  長  挨  拶                   森    淳    

 

 新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。

豊かな自然の中での生活は物の見方・考え方の土

台をつくり、学びの厚みを増してくれると思いま

す。信州という地の利を生かした、学びの日々を

過ごされることを願っています。 

 

 卒業生・修業生の皆さん、おめでとうございま

す。信州で学んだ、学問・科学・技術と学びの方

法論は、皆さんの今後の日々に大いに役立つもの

と考えます。それぞれの場を得て、力を発揮され

ますよう、心より願っています。 

 

 昨年5月、政府の財政制度審議会で国立大学授業

料の値上げの方針が示されました。文部科学省の

試算によれば、今後15年間毎年25000円ずつ引き上

げ、2030年には年93万円になるとのことです。現

在でも世界的に見ても高い授業料なのに、それを7

割以上あげるというのです。財務省はその根拠に

ついて「財政難の中、大学教育も聖域ではありえ

ない」から「国の支出と大学の自己収入」を半々

と言うのです。「半々」を目標として運営交付金は

カットしていくので、それを「自己収入」で補え

というのです。 

 大学の自己収入と言えば「授業料収入」がほと

んどですから、どうしても値上げせざるを得ませ

ん。それが学生一人あたり40万円というのです。

しかも、国が「半々」とい言い出したのは自己収

入が少ないと、それに合わせて「国の支出」もへ

らされることにもなりかねないので、「授業料を上

げる」ことを強いられることになります。 

 一方、こうして浮かした運営交付金は、1200億

円程度です。決して少ない額とは言いませんが、

この程度のものも教育に出すことを拒むのは何故

なのだろうと思います。 

 国連総会で採択された「国際人権規約」のＡ規

定には、その13条で「高校・大学の学費を段階的

に無償化する」ことを定めています。日本政府は

1979年に、この条約に参加しましたが、13条のこ

の部分を「留保」してきました。参加加盟160ヵ国

のなかで「留保」は2ヵ国でした。日本は高校教育

の無償化に伴い、2012年に留保解除をしました。

とすると、大学授業料の財務省の値上げ方針をい

う日本は「国際的決議を履行しない」ばかりか、「そ

んな約束は知らんと平然と無視している国」とい

うことになるのではないでしょうか。 

 これまでも私大との「格差是正」と「受益者負

担論（利益を得ている者が支払う）」で値上げをし

てきました。この国はいつももっともらしく比較

する物を持ち出し改悪したり、何でも「もうけ」

にたとえて押しつけるということをして来ました。

これまでも論の立て方は、公教育の役割という視

点を無視するものでしたが、今回のは「半々論」

ともいうべきものを持ち出してきました。「半々」

には根拠はありません。 

 もともと、国公立であれ、私立であれ、大学は

日本の教育全体の一番上に位置づけられた公教育

です。憲法には「その能力に応じて、等しく教育

を受ける権利を有する」と定められていますが、

この権利を今以上にひどく歪めることになること

は明らかと言えます。 

 日本はOECD参加国の中で、GDP比で教育支出は下

から2番目です。先進国の中で、最も教育に金を惜

しむ国になっています。目先のもうけがないもの

は「無駄」に思う、品のない国になってはいない

でしょうか。 

 その昔から、私たちは「読み、書き、算盤」を

重視し、高い識字率、早い計算力を持つ国民とし

て育ち、それらを土台に発展してきたのではなかっ

たのでしょうか。そして、次世代を担う人が望み

さえすれば誰もが中等教育、高等教育を受けられ

る社会を私達は考えてきたのではなかったのでしょ

うか。 

 奨学金についても、日本は特異な状況にありま

す。かって日本育英会の奨学金は、教職等につけ

ば返還免除という制度がありました。この制度は

一定の矛盾を持つ物ではありましたが、教師にな
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ることを目指せば、誰でも大学教育を受けること

ができるという希望あふれる制度でもありました。 

 今日の奨学金では、利子の有無はあるものの、

すべて返済義務を負わせた貸与型です。これは奨

学金という名の「教育ローン」だと言わねばなり

ません。卒業と同時に何百万（院までだと1200万

円）もの負債を背負って、社会に出ることになり

ます。授業料が日本より高いアメリカでは、奨学

金のうち、給付型が95％、同程度のオーストラリ

ア、ニュージーランドでも、30％以上が給付型で

す。また、授業料の安い（又は無料）と有名な北

欧の国々では、アイスランドでは100％給付型です。

デンマークでも80％です。スウェーデン、ノルウェー

でも給付型が30％です。 授業料が高く奨学金も

充実していない（給付型0％）という国は日本だけ

で、世界標準からかけ離れていると言えます。 

さらに大学教育支出GDB比は、OECD各国の平均値

に近いのですが、支出全体の中の公費負担分が極

めて低いのが日本です。支出全体の65％が私費負

担です。 

授業料免除者数についても考え合わせると、日

本は学生とその家族に重い負担を強いている、特

異な国と言えます。国際的な約束である、大学教

育の無償化を目指し、奨学金の充実を計り、若い

人たちが安心して希望を持って学べるように努力

しあおうではありませんか。 

 

リニア新幹線（品川―名古屋間）の起工式が昨

年12月に行われました。経済性、採算性、環境保

全、電磁波、騒音問題など多面的に疑問が出され

ています。また、消費電力は現行新幹線の3倍と言

われ、エネルギー問題が世界的な課題となってい

る中でどうなのかとの意見も聞かれます。 

JR東海は当初、（1）東海道の輸送力限界への救

済、(2)東海地震による普通時のバイパス、(3)東

京―大阪間の時間短縮の三つをあげていました。

ところが少子化、人口減少のもとで(1)は消えてき

ました。 

(2)と(3)については、不通時の東海道のバイパ

スなら、在来中央本線の完全複線化、路盤強化と

重量長編成の貨物列車を通す施設・設備等の輸送

力増強こそやるべきことではないだろうかと思い

ます。その上で、東海道新幹線の全面改修の時期

も迫っていること、災害時のバイパスとしての速

達形の鉄道が必要というのであれば、現在の新幹

線と同規格のものを、中央本線あるいは中央道に

沿って引く方が有効なのではないでしょうか。す

でに試されずみの安全性をはじめ、現行新幹線と

の相互乗り入れなどの合理性も高いと思います。

速達性もリニアにおよばないにしても、技術革新

で相当短縮されることも確かめられています。 

さて、開発を担う技術者にとって実際にやって

みたい、実現したい、と言う願いはわからないわ

けではありません。また、日本の土木技術からいっ

て南アルプスの長大トンネルは可能なのでしょう。

しかし、ユネスコのエコパーク指定の自然が守ら

れるのかをはじめ、85％がトンネルの中でなにが

起きるのか不安なまま、それに十分答えることな

く期待を煽って強行する必要があるのでしょうか。 

太平洋ベルト地帯を中心に、物も人も集積して

いくという、今の日本の情況をさらに加速させ、

地方がますます空洞化し疲弊することになるので

はと思います。 

 そうした日本のあり方を左右し、構造を変える

ようなプロジェクトを、鉄道民間企業の提案で進

めて良いのだろうかという、疑問を持つのは私だ

けでしょうか。 

今日鉄道の線路・信号など安全性が問われる問

題や、高速道路をはじめ、全国の道路で橋やトン

ネルの老朽化が伝えられ、実際事故が起きていま

す。改修・補修・ルート変更など、必要なことを

急いでやらねばならない所は全国にあります。そ

れらを後回しにすることは、結局は流通を細くし

地方の切り捨てになるのではと気になります。 

 

改めて「公」とは何かを考えたいと思います。「教

育」にせよ「交通」にせよ「公」は当たり前の概

念として存在しています。ところが官が「公」を

無視して「お上面」したり、民が利己的になり、

ため込むことに熱心で「公」を顧みないことが多

く見られるようになった気がします。以前からも

あったことではありますが、このところ「当然」

のようにふるまうことに「はずかしさ」が無くなっ

ているように思います。 

「官」と「民」は対応する用語ですが、「公」は

官でも民でも常に意識し続けなければならない大

切な概念だと思います。「公」と「個」は『人間の

尊厳と集団で生きる』ことそのものだからです。

あらためて「公の概念」を「個の概念」と合わせ

て理解を深めたいと思います。 

 

近頃、「日本はいい国だ」「すごい国だ」と強調

される事が多くなっています。日本人の一人とし

て、そうした話は悪い気はしません。しかし、「技

術がある」「工夫がすごい」は良いのですが、「人

間として優れている」とまで言い出されると、ちょっ

と待ってほしいと思います。 

 さまざまな人種と文化が入り交じる地とは異なっ

た育ち方をしていて「ある種の特殊性がある」と

は思いますが、優位性を強調するのには、裏があ
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る気がしてなりません。 

 経済状態・政治状況が文化的生活の水準を決定

し、子どもの成長・学力とも連動していることは

よく言われることです。また実際、世界でも日本

でも、貧しい階層は貧しい中で固定化してきてい

ます。他より優位に立ちたいという意識と、貧し

いのは自己責任と言い放つ思想は、実は差別的と

いう意味で同じ根源にあるのではと思います。知

らず知らずに「物の見方・考え方」が歪められる

ことの無いようにしなければと思います。 

 理学部は文理学部改組以来50年を迎えました。

この50年間の発展を共に喜び合いたいと思います。 

 10月8日には理学部主催の50周年記念行事が行わ

れます。50年前、文理学部が理学部の基礎を作っ

たことも記憶にとどめておきたいと思います。同

窓会は同日総会を持つ予定です。是非、文理・理

学の多くの学友にお集まり頂き、共に祝い、次の

50年への出発となる有意義な一日を持とうではあ

りませんか。 

 

 

   「信州大学理学部同窓会総会」のお知らせ    

 

理学部創立50周年記念式典開催のお知らせ 
理学部長 尾関 寿美男 

信州大学理学部は、昭和41(1966)年4月に文理学部から分かれて発足し、平成28(2016)年4月に創立50周年を迎え

ることとなりました。つきましては下記の通り記念行事を開催する予定で準備を進めております。 

ご案内状は6月頃発送予定ですが、同窓会報の紙面をお借りして先に概要をお知らせします。ぜひ多くの皆様に

ご臨席賜りますようお願い申し上げます。 

記 

期日：平成28(2016)年10月8日（土） 

場所：ホテルブエナビスタ 長野県松本市本庄 1-2-1  

［同窓会総会］12時30分～13時45分 

［記念講演会］14時00分～14時50分 

［記念式典］15時00分～15時45分 

［ 祝 賀 会 ］ 16時00分～18時00分 

 

※参加確認は6月頃発送のご案内状にてさせていただきます。 

※創立50周年記念誌の発行も予定しており，これを参加される方にお配り致します。 

記念誌のみのご注文もお受けする予定です。 

ホテルブエナビスタの場所 

50周年記念行事、同窓会総会会場のホテルブエナビスタ

は駅（東口）の前の道を南へ、日本たばこ産業の角を左（東）

へ回ったところです。観光シーズンでもあり多くの人が松本

を訪れます。 

また、当日は「松本そば祭り」が開催されています。市内

の蕎麦屋さんの他、松本城に全国の蕎麦屋さんが集まり屋台

も50軒並び食べ比べができるそうです。混雑が予想されま

すので早めに宿をとることをお勧めします。なお、ブエナビ

スタでは予約の時「信大」と告げると少しお安くしてもらえ

るとのことです。 

 

上記の理学部主催「理学部５０周年記念」行事に先立ち同所にて同窓会総会を持ちます。 

 

■日時：平成28(2016)年10月8日(土) 12時30分～13時45分 

■場所：ホテルブエナビスタ３階（下図参照） 

 

なお、12時から受け付けを始めます。軽食と飲み物を用意します。 

準備の都合上、理学部から後日送られるご案内に同封の返信用はがきに「総会参加」について記入

していただくようにしますのでそこにご記入方お願いします。 

総会にあわせ「50周年記念」行事にも文理学部自然科学科の先輩の皆さんのご参加をお願いします。

  

◇◇◇ 式典当日の会場案内・式典当日に松本市で開催されるイベントについて ◇◇◇ 
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―――――――――  理 学 部 広 報 情 報 室 か ら  ――――――――― 

 

ご存知の方もいらっしゃると思いますが,今年で信

州大学理学部は創設50周年を迎えます。現在,理学

部の教職員により10月8日の記念式典の準備と, 50

周年記念誌の編纂が進んでいます。ご案内状は6月

頃発送予定です。 

 

〇 信州大学自然科学館 

理学部所有の標本等を中心として, 各キャンパ

スに分散している貴重な資料の保存とデータベー

ス化, そして展示公開を目的に, 信州大学自然

科学館が2012年8月に開設されました。夏の「自

然の〜」シリーズのイベント時にはスタンプラ

リーのコースに入っているので, その時に訪れ

た方もいらっしゃるかもしれません。 

  

信州大学では, 各学部が大学本部にいくつかの

プロジェクトを「☆☆☆プロジェクト」として提

出し, それに従って学部運営を行なっています。

今年度, この自然科学館を, 理学部の「☆☆☆プ

ロジェクト」の一つに選び, 整備を行なってきま

した。具体的には以下の通りです: 

・定期開館の実施 

2015年7月から, 週2回程度自然科学館の定期

開館を開始しました。実際の開館日および開館

時間については, 理学部ホームページをご覧下

さい。 

・ミニシンポジウム開催 

2015年12月12日 (土), ライチョウ研究の中村

浩志信州大学名誉教授をはじめとした, 4名の研

究者および有識者を招き, ミニシンポジウムを

開催しました。54名の参加者がありました。 

・ホームページ整備 

自然科学館開設以来, 仮設のホームページに

よる運営を行なってきましたが, 今年度本格的

なホームページを整備しています。 一般の方も

訪問しやすいものになる予定ですので, 3月の公

開後に是非ご覧になって下さい。理学部ホーム

ページからたどって見ることができるようにな

るはずです。来年度以降は自然科学館所有の貴

重な資料をデータベース化して入力することに

なっており, 完成すれば研究上の利便性が大き

く増します。 

〇 ノーベル物理学賞講演会 

2015年の梶田隆章東京大学教授によるノーベ

ル物理学賞授賞を記念し, 2016年1月9日 (土) 

に, まつもと市民芸術館において信州大学理学

部主催で講演会が開催されました。 

物理学コースの竹下徹教授の企画により, 松

本市出身で東京大学の神岡宇宙素粒子研究施設

長の中畑雅行教授と, 梶田教授の出身校の埼玉

大学の新進気鋭の研究者である佐藤丈准教授を

講師に招き, ノーベル賞授賞理由である「ニュー

トリノの質量発見」について, 市民向けに易し

く解説していただくことができました。予想以

上に好評で, 物理学の最先端の話題にもかかわ

らず200名もの参加者がありました。 

〇 英語版ホームページ 

2015年4月に, 改組に合せて理学部のホームペー

ジを一新しましたが,予算と時間の関係により, 

改訂は日本語版のホームページのみとなりまし

た。今年度, 引き続き英語版のホームページの

作成を行なっており, 順調に進めば2016年3月に

公開の予定です。これにより, 理学部の国際交

流が一層活発になることを期待しています。 

〇 学生の表彰 

毎回お知らせしています学生の表彰ですが, 今

回も3人の学生を紹介できることになりました。 

(1) 大学院総合工学系研究科 物質創成科学専攻博

士課程 3年の松岡聖典さん（分子機能計測学金

継業研究室所属）が, 2015 年 10 月 23 日～24

日, 大阪府立大学で開催された第 24回ソノケ

ミストリー討論会

において, 奨励賞

を受賞しました。授

賞題目は「ルシゲニ

ン水溶液における

ソノルミネッセンス

の観測」でした。  

(2) 大学院総合工学系研究科 山岳地域環境科学

専攻博士課程 3 年の斎藤梨絵さん（日本学術振

興会特別研究員）が, 2015 年 9 月 26 日～29 日

に北海道大学で開催された「日本陸水学会 第 80

回函館大会」において優秀口頭発表賞を受賞し

ました。53題の中の 3題に選ばれました。受賞
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演題は「日本列島の河

川における最優占種ヒ

ゲナガカワトビケラ種

内における遺伝的多様

性」でした。 

(3) 大学院理工学系研究科 地球生物圏科学専攻

修士課程2年の竹中將起さんが, 平成27年11月28

日～29日に開催された「山岳科学」共同学位プ

ログラム 第1回学術集会（兼 日本山岳アカデミ

ア研究発表会）において, 最優秀口頭発表賞を

受賞しました。発表題目は「中央構造線が分断

障壁となる山岳源流棲昆虫・ガガンボカゲロウ

類の個体群構造と遺伝構造解析」でした。 

〇 教員の表彰 

最後になりましたが, 理学部関係教員の表彰に

ついてお知らせします。 

(1) 元化学科教授の吉野和夫先生が,「日本中性子

捕捉療法学会 三嶋記念化学賞」を授賞されま

した。2015年9月5日に授賞記念講演および三嶋

記念化学賞の贈呈が行なわれました。なお, 吉

野先生は記念すべき第1回目の授賞者です。 

(2) 元化学科教授である野村俊明信州大学名誉教

授が, 日本分析化学会名誉会員に推戴され, 

2015年9月9日〜11日, 九州大学で開催された日

本分析化学会第64年会で, その敬称の授与式が

挙行されました。 

(3) 理学部化学コース樋上照男教授が, 2015年11

月24日〜25日, 姫路市で開催された第61回ポー

ラログラフィーおよび電気分析化学討論会にお

いて,「光をプローブお

よび励起源とする電気

化学測定法の開発と応

用」の業績により志方

国際メダルを授与され

ました。 

  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

三宅康幸先生最終講義・三宅先生を囲む会              地質92S 高橋  康 

平成27年度をもってご退職される三宅康幸先生

（地質科学科，現・地球学コース）の最終講義「信

州の火山とつきあって24年」が2月10日（水）にお

こなわれました． 最終講義会場の理学部1番講義

室は開始前には満席となり，立ち見の人をあわせ

ると200名以上の方が聴講に見えられました． 

講義では京都大学卒業後から島根大学時代の前

史からはじまり，信州大学に赴任以降，調査・研

究されてきた焼岳，浅間山，八ヶ岳などの信州の

火山について，調査中のエピソードを交えて，こ

れまでの先生の講義らしく分かりやすい表現を交

えてお話しされていました．また，中ノ湯の水蒸

気爆発や，2014年に噴火した御嶽山の話では，現

地調査をもとにした火山防災への取り組みについ

てお話しいただきました．講義の間には卒業生の

当時の写真や，三宅先生自身の若い頃の姿が映し

出され，会場では笑いがおきるなど約1時間の講義

はなごやかな空気に包まれた中で終了しました． 

最終講義の後には，地質OB主催の「三宅先生を

囲む会」が旭会館2階のライジングサンにて開催さ

れました．本会には三宅研OBに限らず

大勢の地質の卒業生が出席され，ス

タッフの学生をあわせて63名と，会場

がいっぱいになる盛況ぶりでした．ま

た，三宅先生とは京大時代からの旧友

であり，やはり本年度をもってご退職

される公文富士夫先生（前・地質学科，現・物質

循環学コース）も出席され，会場は大変盛り上が

りました．さすが“歴戦の猛者”が揃っただけあっ

て，開始30分で準備したビールが飲み尽くされる

というハプニングはありましたが，久々に会った

地質の仲間とともに先生を囲んで，時間が過ぎる

のも忘れて楽しい時間を過ごさせていただきまし

た．ここで地質の宴は終わるはずがなく，三宅先

生と約40名の卒業生は2次会会場の葉月へ．そこで

新手の小坂共栄先生（元・地質学科）が加わり，

まるで20年前の地質学教室の飲み会にタイムスリッ

プしたような大宴会になりました．その後，最終

組は朝4時まで・・・お疲れ様でした！以上，飲み

会の話が長くなってしまいましたが，当日これだ

け大勢の方々が集まったのは三宅先生の人柄を

慕ってのことだと思います．お忙しい中，松本に

駆けつけて頂きました皆様に，実行委員の一人と

して感謝申し上げます．最後に，三宅先生ご退職

おめでとうございます．そして24年間ありがとう

ございました！ 
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―――――――――   研 究 紹 介   ―――――――――

 

私の研究      

  数学科  谷内 靖 

 

早いもので私が信州大学理学部数理・自然情報

科学科に着任してから１５年が経ちました。光陰

矢の如しという言葉が身にしみている今日この頃

です。 

さて、私の研究に関してですが、私は偏微分方程

式を研究しております。特に非圧縮性流体（縮ま

ない流体）の運動を記述するNavier-Stokes方程式

やEuler方程式を扱っています。Navier-Stokes方

程式とは粘性流体（水や油のような粘り気がある

流体）の運動を記述する非線形偏微分方程式で、

速度場uと圧力場pを未知関数とする連立非線形偏

微分方程式です。Euler方程式とは粘性のない理想

流体の運動を記述する方程式です。 

Navier-Stokes方程式は、滑らかな初期速度場a

が（ある意味で）十分小さいときは、時間大域的

に滑らかな解が存在することが知られています。

しかし、一般の大きな初期速度場に対しては、時

間大域的に滑らかな解が存在するかどうかは未解

決です。この問題は非常に難しく、アメリカのク

レイ数学研究所から１００万ドルの懸賞金がかけ

られています。いわゆるミレニアム賞問題の一つ

です。この問題は難しすぎて私には手が出せませ

んがこれに関連した周辺の問題を研究しています。 

 

 

 

汎世界的ミューオン計ネットワーク（Global Muon 

Detector Network: GMDN）による宇宙天気研究  

   物理学コース  宗像 一起  

 

地球近傍の宇宙空間は太陽風プラズマと太陽磁

場で満たされており、その状態は太陽質量放出

（Coronal Mass Ejection: CME）に代表される突

発的太陽面爆発等により大きく変動します。こう

した現象は「宇宙天気（Space weather）」と呼ば

れ、地球環境にも大きな影響を与えることが知ら

れているため、人工衛星等を用いた様々な観測・

監視が行われています。特にCMEで放出される太陽

大気（プラズマ）で散乱された太陽光を光学観測

する「コロナグラフ」は、発生直後のCMEを高時間

分解能で遠隔観測する、ほとんど唯一の手段を提

供しています。 

太陽面爆発で発生したCMEは約1000 km/s程度の

速度で宇宙空間を飛行し、前面に強い衝撃波を伴っ

て、あるものは数日後に地球に到来して地磁気嵐

を引き起こします。CMEが発生する太陽光球面は、

半径が太陽地球間距離の約200分の1しかなく、地

球から見るとほとんど宇宙の一点にしか過ぎませ

ん。発生直後のCMEの体積（空間スケール）も、太

陽地球間距離（1AU＝約1億5000万km）に相当する

に比べるとほとんどゼロです。この「小さな」CME

は、太陽表面から惑星間空間に放出された後急速

に膨張しながら反太陽方向に進行し、やがて地球

近傍に飛来する際には、太陽赤道座標系の緯度・

経度方向に太陽地球間距離に匹敵する大きな広が

りを持つようになります。したがって、CMEの太陽

地球間伝播を理解することは、宇宙天気研究には

決定的に重要な訳ですが、その観測は容易ではあ

りません。光学観測は太陽近傍に限られており、

人工衛星による「その場」（in situ）観測は、す

べて地球周辺に限られているからです。特に、惑

星間空間中を進行するCMEの磁場構造を知る手立て

は、全くありません。現状では太陽近傍と地球近

傍の二点のみで観測されたデータから、CMEの太陽

地球間伝播を推定するしか方法がないのです。こ

のことは、発生したCMEの地球到来を「予報」する

「宇宙天気予報」の実現にとっても、大きな障害

になっています。伝播過程が判らないと、CMEがど

のような形状・大きさを持ち、CMEどの部分が地球

に到来するのかを正しく知ることが出来ないから

です。我々は、高エネルギー宇宙線の観測からこ

の問題にアプローチすることを試みています。以

下では我々の研究の一例を紹介します。 

銀河を起源とする10 GeV程度のエネルギーをも

つ高エネルギー宇宙線（陽子が主成分）は、地球

近傍の太陽磁場中で1/10 AU程度の半径で旋回運動

します。したがって、地球で観測されるこれら宇

宙線の強度も、1/10 AU程度のスケールをもつ太陽

磁場構造に最も敏感に変動します。信州大学理学

部は、多方向ミューオン計を世界4か所（日本・オー

ストラリア・ブラジル・クウェート）に設置し、

2006年から約50 GeVのエネルギーを持つ高エネル

ギー宇宙線を連続観測しています。この宇宙線計

は、宇宙から飛来する宇宙線陽子が、地表から数

10km上空の大気（中の原子核）と相互作用して生

成する大気ミューオンを、地表に置かれた検出器

で測定します（大気ミューオンは、ノーベル物理

学賞を受賞した梶田隆章・宇宙線研究所長がニュー

トリノ振動の検出に用いた、大気ニュートリノの

「親・兄弟」です）。静止ミューオンは、寿命（約

2.2μs）で1個の電子（陽電子）と2個のニュート

リノに崩壊しますが、エネルギーの高いミューオ

ンほぼ光速で運動するため、特殊相対論的効果に
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よって寿命が静止寿命よりけた違いに長くなり、

崩壊せずに地表まで到達することが出来ます。ま

た、これらのミューオンは親の宇宙線陽子の入射

方向を比較的良く保って地表に到達するので、地

表でミューオン強度を入射方向ごとに測れば、入

射方向ごとの宇宙線陽子の強度を測ることが出来

ます。多方向ミューオン計は、様々な方向から入

射するミューオン強度を、一つの宇宙線計で同時

に測定できます。信州大学理学部が世界4か所に設

置したミューオン計ネットワーク（GMDN: Global 

Muon Detector Network）は、併せて60の方向から

地球に入射する宇宙線強度を常時モニターしてい

ます。 

この様に多くの方向から入射する宇宙線強度を

常時モニターする理由は、宇宙に吹く「宇宙線の

風」を観測するためです。我々が地球でよく経験

するように、台風のような嵐が近づくと、急激な

気圧の低下とともに、しばしば強い風が観測され

ます。ご存知のように、台風の風は、大気が低気

圧の中心（台風の「目」）に流れ込もうとする際、

地球の自転によるコリオリ力の影響で向きが変え

られ、北半球では「目」の周りを左回りに吹きま

す。したがって、風の向きと強さを測れば、「目」

の方向や位置を推定できます。CMEが地球付近に到

来して起こる「宇宙嵐」でも、宇宙線の密度（強

度の等方成分）はCMEの中心付近で低くなります。

これは、CMEが太陽表面から太陽磁場を引き出しな

がら膨張するためです。太陽表面から放出された

CMEは、両端が太陽表面に根を持つロープの様にね

じれた磁力線の束（MFR: Magnetic Flux Ropeと呼

ばれています）を伴っています。このMFRが膨張す

ると、内部の宇宙線密度が外部より低くなるため、

宇宙線が外部から流れ込もうとしますが、MFRは閉

じた磁場構造をもつため、宇宙線は磁力線を横切

らねば内部に侵入することが出来ません。宇宙線

陽子は荷電粒子ですので、磁力線に巻き付きなが

ら磁力線に沿って運動し、磁力線を横切る方向に

は輸送されにくいからです（磁場揺らぎによる垂

直拡散によってのみ輸送されます）。 

MFRの内部に外部に比べて宇宙線密度の低い領域

が形成されると、CMEの中心から外へ向かう宇宙線

密度勾配ベクトル が生まれます。すると、磁束

密度ベクトル と宇宙線密度勾配ベクトル との

ベクトル積（ ）で表される、「双極性ドリ

フト流」と呼ばれる「宇宙線の風」が吹きます。

この「宇宙線の風」は、台風の風と同じようにCME

中心付近の宇宙線密度の低い領域（台風の目）の

まわりを回るように吹きます。非常に大雑把では

ありますが、台風の風からの類推では、磁場中の

荷電粒子が受けるローレンツ力が、台風の場合の

コリオリ力に対応します。このように、人工衛星

で測定された磁場 を用いれば、宇宙線の風の方

向と強さから、宇宙線密度勾配 を求めることが

出来、「宇宙嵐」の中心が、地球から見てどの方

向にどのくらい離れたところを通過したかが判る

のです。ここで注意すべきは、一方向から入射す

る宇宙線強度のみを測定しても、このような情報

は得られない点です。ある方向から入射する宇宙

線強度は、宇宙線密度（強度の等方成分）と宇宙

線の風（強度の異方性）の重ね合わせであり、単

一方向の強度のみを測定しても、激しく変動する

それらを分離して解析することが出来ないからで

す。この事情は、気圧だけを測っても台風の目の

方向を知ることが出来ないことに似ています。 

以上のようなアイデアにもとづき、我々は実際

の「宇宙嵐」に伴う宇宙線の風を観測し、MFRの磁

場構造を導くことに成功しました。また、得られ

た構造が、人工衛星で測定された地球近傍の磁場

データとも矛盾しないことも判っています。この

ことは、GMDNによる宇宙線観測が、宇宙天気のリ

モートセンシングに使えることを示すものとして

注目されています。さらに、いくつかの「宇宙嵐」

では、CMEが地球に到来する8~24時間前に、CME到

来の「前兆現象」が宇宙線の風で観測されていま

す。この「前兆現象」は、上で述べたCME中心付近

の宇宙線密度の低い領域から地球へ飛来する宇宙

線によるものと考えられています。エネルギーの

高い宇宙線は、CMEの速度より約300倍速い光速で

運動するので、CME中心付近から出発した宇宙線は

CMEを追い越し、CMEが地球に到来するより早くCME

中心付近の情報を地球に伝えてくれるからです。

この「前兆現象」も、将来の宇宙天気予報の実現

に繋がるものとして注目されています。これまで

のGMDNによる主な研究成果が下記の参考文献にま

とめられていますので、興味のある方はご一読下

さい（この論文の第一著者であるM. Rockenbach氏

は、2007年に6ヶ月間信州大学理学部に滞在し、博

士論文研究を行ったブラジル人若手共同研究者の

一人です）。 

 

我々は、今後もGMDNを用いた宇宙天気の研究に

力を注いて行きたいと考えています。 

 

参考文献： 

M. Rockenbach et al., “Global muon detector 

network used for space weather 

applications”, Space Sci. Rev., 182, 1-18, 
2014. 
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研究内容紹介    

 化学コース 大木 寛 

 

化学科、無機化学分野に在籍しております，大

木と申します。私達の研究内容を，厳密さには欠

けますが，できるだけわかりやすく，かいつまん

で紹介させていただきます。 

現在の研究テーマをまとめて言うと，「新規金

属錯体の合成とその物性評価のための静的・動的

構造解明」です。金属錯体とは，金属原子(イオン)

の周りを複数の分子・イオンが取り囲んだ構造を

もつ化合物を指します。この中心にある金属には

不対電子と呼ばれる，微小な磁石のような働きを

するものがあり，不対電子どうしの相互作用に応

じて磁性がさまざまに変化します。また，金属に

結合する配位子と呼ばれる化合物には数多くの種

類があり，金属と配位子の組合せは無限にあると

も考えられます。そこで，新規な金属錯体を合成

することで，興味深い性質を示す化合物を見出す

ことを目的に研究を行っています。 

今年度の研究内容は大きく３つに分類できます。 

一つめは，大きな孔構造をもつ新規金属有機構

造体(Metal Organic Framework:MOF)の創成と構造

の解明です。複数の金属を架橋することができる

配位子が金属同士を結び付けて組みあがり，３次

元ネットワーク構造をとるMOFには，配位子の間に

隙間ができることがあり，この隙間に種々の分子

を取り込むことができます。このため，盛んに研

究が行われている分野の一つですが，私達はより

大きな孔をつくるためにマクロサイクル錯体と呼

ばれる大きな配位子をもつ錯体を構成分子として，

新規なMOFを合成することを目的に研究を行ってい

ます。 

二つ目は，アミノ酸類を配位子とした金属錯体

の合成です。アミノ酸は生体を構成する分子であ

るだけでなく，金属に配位する能力も持っていま

す。そこでアミノ酸類を配位子に用いることで，

金属の間の相互作用やアミノ酸どうしの相互作用

を制御し，新しい物性をもつ錯体が合成できない

か，研究を行っています。 

三つ目は，新規３核錯体の合成です。金属上の

不対電子はたいていの場合反強磁性的相互作用―

不対電子どうしが互いに反対方向を向く―を示し

ますが，３角形状に金属原子が並んでいると，そ

のうちの二つは必ず同じ方向の不対電子をもつこ

とになります。そこで，３つの金属原子をもつよ

うな３核錯体を合成し，磁性などの物性を調べる

ことを目的に研究を行っています。

 以上が今年度のテーマですが，それ以外にも，

一つの化合物内に同じ金属原子でありながら複数

の酸化数を示す混合原子価錯体などにも興味を

もっています。 

我ながら一貫性のない研究テーマだとも思いま

すが，私が学部３年生の時に「錯体ってなんて面

白い化合物なんだろう！」と感じ、そして化学を

大好きになるきっかけとなった金属錯体に，今後

も関わり続けていきたいと思っています。 

 

 

 

研究室紹介   

 地球学コース 常盤 哲也 

 

新入生の皆様，ご入学おめでとうございます．

皆様にとって今後の大学生活が実りあるものにな

ることを心より祈っています． 

今回は小生こと常盤の研究室の紹介をさせてい

ただきます．私の研究室は，理学部理学科の地球

学コースというところに属しています．この地球

学コースでは，地球の過去や現在の姿を明らかに

し，地球環境の変遷の解明，資源の開発や保全，

自然災害からの防御などに取り組んでいます．よ

り具体的に言いますと，岩石や地層に残された証

拠を見つけ出す方法を学び，それに基づき，火山

活動，断層運動，地殻変動，古環境などを解明し

ています．私の研究室では上記のうち，地殻変動

（テクトニクス）に関する研究を行っており，対

象は付加体と呼ばれる地質です．皆さん，プレー

トテクトニクスというものは何となく聞いたこと

があると思います．これは，プレートの運動によ

り，様々な現象を理解しようという理論です．プ

レートには大陸プレートと海洋プレートの二つに

大きく分けられますが，この海洋プレートが大陸

プレートに沈み込むときに海洋プレートやその上

にたまったものが大陸プレートに押し付けられま

す．この押し付けられたものが付加体と呼ばれる

ものです．反対に言えば，この付加体を調べるこ

とによって，プレートの沈み込むメカニズムが解

明されるわけです．ちょっと難しくなりましたが，

やっていることは，野外を歩いて地層のつながり

や岩石の変形をみて，地質がどのようにつくられ

ていったのかを解明していくことです．参考まで

に，学生の野外調査の写真を載せています．調査

ではつらいこともありますが，それを乗り越えた

ときの充実感はたまらないものです．興味のある

方は是非遊びに来てください．
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信州の山での植物生態学 

生物学コース  高橋 耕一 

 

信州大学に赴任したのが，2000年7月ですので，

早くも15年が経ちました．定年退職まで，ちょう

ど折り返し地点に来たところですので，これを機

会に今までの研究を振り返ってみたいと思います．

私の専門は植物生態学で，信州大学に赴任して以

降，研究の中心は，標高傾度にそった植生分布に

対する温暖化の影響評価に関するものです．つま

り，温暖化によって，現在の植生分布がより高い

標高へ移動するのかどうかです．当初は数年くら

いで終わるのかなと考えておりましたが，なんだ

かんだと今でも続いております． 

 信州大学に赴任した当初は，信州のことは何も

知らず，調査研究は大学の演習林がいいだろうと

いう思いこみもあり，西駒演習林にしました．標

高2700mのハイマツ林が調査地で，1400mから歩き

です．最初の頃は調査機材を背負子につけて何度

も日帰りで歩荷していました．夏の間，調査のた

めに週に1～2回くらい登っていたので，おかげで

体力はつきましたが，今は見る影もなし.... 西駒

山荘にお世話になりながら，調査していたのが懐

かしく感じます． 

 しかし，西駒での徹底的な調査は一年で終わり

ました．さすがに疲れ，車で標高2800mあたりまで

行ける乗鞍の存在を知ったため，2年目からは乗鞍

にシフトしました． 

 現在，乗鞍岳の標高1600mから山頂（3026m）ま

でを調査地にしており，森林の更新動態の長期モ

ニタリング，成長に対する気象の影響などを研究

しています．とくに，標高2500m付近の高木限界（オ

オシラビソの分布上限であり，ハイマツの分布下

限）に取り組んでいました．温暖化によって，年

輪年代学的な研究とそれに基づいたモデルから，

高い標高の樹木の成長は増加することが予測され

ました．そのため，植生分布も高い標高へ移動す

るのかと考えられます．しかし，高木限界付近で

は冬季の風雪による攪乱が多く，その高い死亡率

によって，高木限界が維持されていることが，野

外調査から分かりました．このことはモデルでも

確認され，温暖化 

の条件でも，高木限界は高い標高へは移動しない

だろうと予測されました．今後は，より低い標高

の植生分布に対する影響評価をする必要があり，

研究は継続しています． 

 温暖化関係以外にも，この15年の間に多くのこ

とを始めました．外来植物の在来植物へ遺伝子汚

染，群集構造の形成機構，植物の高山適応，生理

生態（光合成，貯蔵物質，毒性物質など），森林

の炭素循環などです．研究手法も遺伝解析，組織

の観察，年輪年代学，生理生態，植生調査，個体

群動態，モデルなど様々です．さらには，空中写

真による植生解析や土壌中のバクテリアの群集構

造に関することも共同研究で行っています．しか

し，さすがに手を広げすぎたため，論文を書くと

きは，いつも四苦八苦しています． 

 これから，自

分がどこへ向

かっていくのか

分かりません

が，信州の自然

を生かした研

究を続けてい

きたいと思って

います． 

 

 

 

アオコが生産する毒素について  

  物質循環学コース  朴 虎東 

 

2014年夏アメリカのオハイオ州北部，五大湖の

一つエリー湖の西に隣接するトリード（Toledo）

市で，50万人近く市民が水道水の飲用禁止,料理や

風呂などにも使用できない事態となった。エリー

湖では2011年からほぼ毎年夏期に，有毒な藻類の

異常発生（いわゆる、アオコ）が報じられるよう

になった。 

 

2011年に続く非常事態で，アオコ発生原因とし

て人口増加や農法，水温のほかにも，気候変動の

影響が指摘されている。今後アメリカをはじめ世

界各地の淡水域でのアオコの大量発生が，従来を

上回るペースで頻発することが懸念されている。 

アオコを形成するラン藻の中には動物に対して

肝臓毒・神経毒，あるいは人間への皮膚毒，微生

物への細胞毒として作用するいくつかの毒素が単

独または複数含まれており，諸外国においては以

前からアオコを原因とする家畜や野生動物のへい

死が報告されている。日本の湖沼では，主に肝臓

毒（ミクロシスチンmicrocystin，以下MCと略す）

が検出されており，まれながら神経毒のアナトク

シンAnatoxin-aおよび福井県の三方湖より分離さ

れたUmezakia natansが生成する肝臓・腎臓・脾臓

に壊死を起こすシリンドロスポモップシン

Cylindrospermopsinがある。アオコによって生成

されている毒素は，大きく神経毒素（anatoxin-a, 

anatoxin-a(s), saxintotoxin）と肝臓毒素
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図2 アオコの群体 ホームページより 

（microcystin, nodularin, cylindrospermopsin）

に分けられる。 

その中で日本の湖沼で検出されているアオコ毒

素は肝臓毒MC，神経毒のアナトクシンanatoxin-a

および肝臓・腎臓・脾臓に壊死を起こすシリンド

ロスポモップシンcylindrospermopsinである。現

在，MCを生産すると報告されているラン藻は 

Microcystis aeruginosaをはじめ10種以上が知ら

れている。MCの構造は７つのアミノ酸からなる環

状ペプチドであり，構成アミノ酸の違いなどによ

り今まで90種類（分子量909～1115）以上のMCが構

造決定されている。 

日本でも1995年8～9月，兵庫県西宮市の新池に

おいて約20羽のカルガモが死んだ事件が起きた。

その年の1月17日に西宮市を襲った阪神大震災の

際，新池の上流にある下水処理施設が破壊され，

未処理下水が新池に直接流れ込んだことがアオコ

発生の原因となり，Microcystis aeruginosが生産

した毒素MCによる野鳥の大量死が発生し，これが

アオコによる野生動物被害の日本で最初の報告と

なった。その後，2007年の夏に琵琶湖の磯漁港で

アイガモ22匹が死亡し，アイカモの肝臓からMCが

検出された。その他にもアオコ毒の可能性がある

鳥の死亡報告があるが化学分析まで行った事例は

少ない。 

アオコ毒素によるこのような動物の死亡は1870

年代のオーストラリアでのNodularia spumigenaに

よる報告を始め，1995年から1998年の間にカナダ

で起こっている野鳥の大量死（26万羽以上）まで

多数の事例が報告されている。それにもかかわら

ず，これといった良い対策を立てている国はまだ

ないのが現状である。そして,1996年2月ブラジル

のカルアルにおいては水源でのアオコ毒素の混入

が原因で，50人以上の透析患者が死亡するという

事件が発生している。日本でも飲料水源である湖

沼やダム湖において有毒ラン藻類が発生している

例もあり，飲料水を介しての人体への影響が心配

される（図1）。 

自然湖沼およびダム湖を上水道の水源としてい

る国々では，水源水域での富栄養化の進行による

有毒ラン藻類の発生に頭を悩ませているのが現状

である。飲料水中のラン藻毒素MCについてのガイ

ドラインを最初に設定した国はオーストラリアで

ある。オーストラリアのラン藻毒素のガイドライ

ンではMCの飲料水中濃度で，短期暴露（14日以上

暴露）が1.0μg・L-1，長期暴露（一生の暴露）が

0.1 μ g・ L-1 (Microcystis の細胞数で  500 

cells/mL)と，二つの基準値を設けている。その後，

世界保健機関(WHO)では成人（60kg）一人が毎日平

均２リットルの水を飲むこととMCLRの一日摂取許

容量（0.04μg・kg body weight-１・day-１）の研

究結果を考慮し，飲料水中MC-LRの濃度1.0μg・L-1

をガイドライン値として採択した。飲料水中MCの

ガイドラインはEUを含めほとんどの先進国がWHO値

か独自のガイドラインを設けている。 

米国ではオレゴン州のみが食品中のガイドライ

ン値が制定されているが，2013年の夏にオハイオ

州オタワ郡ではMCが検出されたことから水道水を

飲まない警告を受けた。この様に先進国中でMCの

ガイドラインを設けて無い日本はこれから起こり

得る様々な可能性を考慮すると水道行政に運用可

能な独自なアオコ毒のガイドラインの制定が急が

れる。 

アオコ毒素は，人々の飲料水原が汚染される原

因となるばかりか，野生生物に対する重大な被害

が予想されている。有明海の諫早湾における干拓

事業により調整池が完成した数年後からほぼ毎夏

アオコが発生して，そのアオコも海に流れ海底動

物に毒素が蓄積されているようだ。北米でも川か

らアオコが流下され沿岸に生息する魚介類の中腸

腺にアオコ毒素が検出され食品衛生上の問題が話

題となっている一方，魚介類の中腸腺組織にもア

オコ毒素による

損傷が報告され

ていることから

水生動物の保護

の側面からでも

注意はらうこと

が必要だろう。

 

 

 

 

 図１ 有毒アオコの発生と健康リスク 

今回は各コースの先生方にご自身の研究などについて紹介いた

だきました。引続き紹介していきます。今回紹介できなかった

先生方については、理学部ホームページに研究紹介「理学部ク

エスト」に掲載されていますのでご覧下さい。 
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寮 歌 祭 開 催 の お 知 ら せ 

秋の会報でお伝えしましたが、松本高等学校同窓会が開いてきた寮歌祭について「松高・信大寮歌祭」として

引き続き開催することになりました。 

これまでの松高寮歌祭の伝統を受け継ぎつつ、多くの学友の参加を得て、松高と信大の同窓生の皆さんが交流

を深め、寮歌・学生歌を歌い継いで行く会とします。 

2019年には松高開校100年、信大開校70年を迎えます。長き良き伝統を受け継ぎ守り育てていく一つの取り組み

として、皆さんの力で楽しい会となりますよう、また引き続き開催していけるよう互いに務めようではありませ

んか。久しぶりにあがたの森で会い、講堂に入って肩を組み高らかに歌おうではありませんか。 

■ 5月21日(土)12:00～15:00(予定)、あがたの森文化会館 旧松本高校講堂 

■ 3000円（軽食飲み物付き） 参加登録が必要です。 

■ 参加登録方法（振込をもって参加確認とし名札などを用意します。）会費は4月25日(月)までにお振込下さい。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

信州大学理学部同窓会  

 

「思誠寮寮歌」についての松崎一先生の文を、寮歌祭冊子「今はしも万里の天に」(2011.9)より転載します。 

松崎一先生は松高17回理科を卒業されました。大学卒業後1942(昭17)年から松高教授(物理)をなさり、信

州大学設立とともに、引き続き文理学部、教養部の教授を長年お勤めいただきました。信大名誉教授です。

先生に講義を受けた人は松高、文理、理学にまたがっています。自然科学研究会の顧問も設立から引き受け

て頂きました。 

 

思誠寮寮歌哀歓       松崎 一(17理甲) 

新制大学が発足して数年経過した頃、学生運動

に関係していた学生に、「先生の学生の頃は、ど

んな歌を歌っていたのですか」と、聞かれたこと

がある。 

「そうだな。寮歌とか、軍歌とかにいい歌があっ

たよ」と、答えると、「そんな歌を歌って満足し

ていたのですか」と、いかにも気の毒そうな口調

で、且つ、誇らかに、「我々には、歌声運動の歌

がある」と、宣言されたものである。 

音楽についても自信のない私は、戦中派の罪悪

意識―少なくとも戦争に抵抗しなかったうしろ

めたさみたいなものも手伝って「それもそうか。

俺達には歌がなかったのか」と思ってしまうこと

もあった。 

 しかし、よく考えてみると、我々の残した寮歌

こそは、「歌声」のようなおしきせではなく、自

分達の手で作った、自分達の歌だったのである。

あの若き日に口ずさんだ寮歌を思い出すと、やは

り私は、稚かった自分をいとおしむ気持と共に、

また、明日への希望が甦る気がするのである。 

寮歌というのは、大体、旧制高等学校の寮（発

足時は全寮制）で作られ、原則として学生の作詞・

作曲になり、記念祭のとき二つずつ発表される。

だから、30年もたつと60は作られる勘定となるが、

流行歌と同じく全部が全部歌い継がれるわけでは

なく、すぐ消えていくものもあれば、長く愛唱さ

れつづけるものもある。それぞれの高等学校では、

その中の代表作一つを選び、「紅もゆる」とか「都

ぞ弥生」とかと並べて、日本三大寮歌などと誇称

してはいるが、どうも自画自賛のにおいが強い。 

  

ところがこの寮歌の歌詞が、いかにも難解であ

る。どうともとれる、また、どうにも解釈しにく

いふしが多く、難しい言葉が並ぶ。同僚の偉い文

学者が「理解に苦しむ歌が多いですね」と言う。

それなら私だって、分からなくても恥ずかしがら

ずに大威張りでうたえる。しかし、歌詞を口ずさ

むだけでも、その名調子に惹かれ陶酔してしまう

のが多いのは何故だろうか。 

メロディーも、また、よい。正調に歌うと、勇

ましく、或いは余韻嫋々として我々の胸にせまる

ものが多い。しかし、合唱となると、何故牛の涎

のように長くなるのだろうか。一区切りつきそう

でホッとしていると、また二番目が蜒々と始まる。

唸っている当人達はけっこう陶酔し切っているの

＜卒業生の方＞ 

ゆうちょ銀行の青色の「払込取扱票」にて、一人3000円をお振り込み下さい。 

払込手数料は御負担下さい。 

◇振込番号：００５２０-５-４４２０３ 

 ◇加入者名：松本高等学校同窓会 

◇通信欄 ：①参加者氏名・②学科・③入学(又は卒業)年をお書き下さい。 

複数人で申込みの場合はすべての方の分をお書き下さい。 

◇その他 ：「一緒にうたいたい歌」、個人・グループで「音頭をとって

うたえる歌」などありましたら通信欄へご記入ください。 

＜学生・院生の方＞ 

氏名・学部・学科・入学年を

明記して 

〒390-0812 松本市県3-1-1

あがたの森文化会館内 

松高同窓会 宛 

へお送りください。 

学生の参加費は無料です。 
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だろうが、聴かされている方は、いつ終るのかじっ

とガマンといった形である。恐らく、原作者の意

図に反し、時を経るにつれて、次第に間延びして

歌いつがれてきたのではなかろうか。よく合唱さ

れる「春寂寥」にしてからが、はたでみていると

下手な御詠歌の感じで聴くに耐えない。どうも、

寮歌は聴くものではなく、自分で歌うものかも知

れない。 

 

昭和17年1月に赴任してきた私にとって旧制松本

高等学校は、昔、在学していた当時とは違って、

戦争の暗く重苦しい影がここにも例外なしにやっ

て来ていた。昭和18年には学徒動員。文科系学生

は19歳になると、勇躍（？）出征せざるを得なかっ

た。心の奥底では聖戦を肯定する気持になれない

まま、従容として死地に赴かざるを得なかった彼

等の心境が、その頃の寮歌「若き力に」や「遠征」

などにうかがうことができる。それだけによく愛

唱され、戦後まで歌い継がれていった。 

「若き力に」（昭和18年秋）ではまだ、 

まぼろしは強くふりすて 

剣とり出で立つ我等 

とか、 

涙さへ祖国(くに)に捧げて 

と、いささかの気負いのあったのが、19年秋に作

られた「遠征」ともなると、 

星一つ瞬きおちて 

国内(くぬち)かげあはれ濃きてふ 

という世界で、 

没落のすべなき流れ 

憂き心友よ聞けかし 

天地のいつはり堪へて 

仮初(かりそめ)を燃やしつくすか 

皇辺(すめらべ)に生きよ男の子 

とうたって、戦況のわれに不利なるを知りつつ、

「後に来たる者を信ずる」といって、征った幾多

の若い学徒の切ない程の哀感が描き出されている。

この「遠征」の作曲者・田中惇君は、学徒勤労動

員中の昭和20年2月21日、名古屋の動員先で肺炎の

ため急逝している。 

 

終戦とともに、心のよりどころを失った学生が

何を求めていったか。その頃の寮歌「誠寮懐古」

（昭和21年秋）では、 

信濃路はるか旅人の 

瞳も濡れて帰り来ぬ 

古城の苑の秋の陽に 

悲哀はふかく流れたり 

で始まり、最後を 

吾の生命ぞ愛(かな)しける 

内深くこそ潜みて行かな 

で結んでいる。戦中のそれとは異なり、内面へ沈

潜し、真実を求めようとしている。 

 また、翌21年の「人の世の」(作詞・北杜夫)で

は、 

人の世の美しきものを 

萌えいずる落葉松の芽に 

想いつつ一人わけ入る 

細道は幽か続きて 

夕映えの赤きころほひ 

迷鳥の心慕ひぬ 

となり、白秋・藤村ばりの歌となる。そういえば、

戦後、松高生は、藤村の「初恋」に曲をつけて愛

唱歌としていた。準寮歌ともいうべきものだった

ろう。 

 

戦前の思誠寮歌にはまた、行進曲風のもの幾つ

かと、小唄風のものが一つある。小唄は当時の国

文学者柚利淳一教授の作詞なので、これも準寮歌

というべきかも知れない。この中の囃子詞、 

キマショシンシュノユキグニエ 

サムケリャコタツガアルダンネ 

に出てくる方言（傍線部分）も、このごろの街中

ではあまり聞かれなくなったなつかしいものの一

つである。 

この二、三の例外と、戦時中のものを除くと、

寮歌はどうしてこうもパターンが同じなのだろう

か。土井晩翠ばりの〝乃公出でずんば〟の悲憤慷

慨型のものと、島崎藤村風の抒情・詠嘆・歎美調

のものと二つにわかれる様である。 

 

我々にとってこういった寮歌の効用は何だった

のだろか。気負って歌った頃の思い出が、よきに

つけ、悪しきにつけ、我々を慰め、元気づけてく

れたことは確かである。あの希望に溢れた頃の精

気が、社会に出てから遭遇した苦しい事態に耐え

て、自身を支えてくれたことも幾度かあったろう。

昔の高校時代を経験した恵まれた者達の思いあが

りといえば、それまでだが……。 

『惜春の詩』(1984)より転載 

初出「キャンパスの四季」(1980) 

 
藤村の「初恋」に付けられた曲はいくつもあります。

ネットで出てくるのは、松高・信大文理学部の皆さ

んが愛唱しているものとは異なります。準寮歌とし

て歌われていた「初恋」の楽譜、音源がありますれ

ばお寄せください。また、70年代松本の町で歌われ

ていた「初恋」は準寮歌と同じものだったのでしょ

うか。ご存知の方、お知らせください。 

 

- 2 - 
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旧制松本高等学校同窓生の手記を、松高同窓会の了解を得て転載します。4回目です。 

若き日の先輩方の日々から学ぶことが少なくありません。想像力を豊かにし共有したいと思います。 

1940年代とは、どんな時代だったのかを年代としてつかみたいと思います。学びの場が失われるとはどう 

いうことなのかも考えたいと思います。 

 

私にとっての昭和17年4月入学 

大江正房(24回文乙) 

我々昭和17年4月入学の24回文乙は40名中浪人

16名（四割）、四修8名（二割）、五卒16名（四割）

という、恐らく戦争開始後における文科のクラス

の人員構成上極めて珍しいクラスではなかったか

と思う。 

 そして一年経った18年4月の人員は、32名に激減

していた。即ち二割に当たる8名が理由はそれぞれ

としてドッペッたのである。ドッペリが多いのを

自慢するわけではないが、理乙でも二割は落ちな

かったと思うし、当時学校当局で色々言っていた

様である。「お前達は昔の高校生の悪い面ばかり

見習おうとしている……」。我々は先輩の何が悪

い面で、何がよい面か知りようもないし、分って

いなかったと思う。各人が自分の意志で行動して

いただけのことであったはず。 

そして18年4月1日の構成は、浪人13名、四修5名、

五卒14名であり、18年10月の所謂学徒出陣にひっ

かかり12月には入隊した数は、浪人の占率が高かっ

た故に当然高く、同年秋も終わろうとしていた時

期の浅間での壮行会の写真を見ると、32名中の8名

が最前列に島公をはさんで並んでいる。なお記憶

に誤りがなければ、ドッペッた中の二人は同じ時

に入隊したはずで合計10名、なんと入学時の二割

五分に当たる。 

 18年12月の勤労動員（土方）に参加したのは、

32名から8名を引いた残りの24名中の約20名であっ

た。ちなみに平成5年の75周年記念祭当日の生存者

は同窓会名簿上の24回22名、25回3名、26回1名の

26名で、17年入学から50年を一寸超えただけなの

に、生存率六割五分は些か低すぎるとつくづく思

う次第である。 

 数字を並べたてたのは、在学当時、学校当局か

らことある毎に「24文乙は」と言われた程の、当

時としては変わったクラスであったことの証左に

なればと思ってのことである。「17年入学の文乙

は異端者揃いだった」とクラスメイトの岡田喜秋

が『旅』の「わが学舎」でヒマラヤ杉に言わせて

いることと、『我らの青春ここにありき』では蛭

さんが追放物語第三話の冒頭に五十嵐、大塚、折

下の三君の名前を出して、豪傑が揃っていたと書

かれていたことを付記しておきたい。 

 18年11月以降は騒然とした雰囲気（特に文科生）

でそれぞれの考えに従って日々を送っていたのだ

と思うが、一つに纏まった行動として覚えている

のは、入隊する何某（五十嵐君だったと思う）を

送る際、駅頭での壮行デカンショが特高にひっか

かった時のことである。その時その送られる某が、

「俺が責任者だ」と言って出たので、流石の特高

も唖然として引き下がり、一瞬停止した踊りが又

始められたのだ。 

 もう一つは18年12月の勤労動員でのこと。その

日は霙交じりの寒い日であった。我々24回文乙約

20名は他の同行クラスと共に、崖の湯近辺の暗渠

排水工事に出発した。連れて行かれた所は村の公

民館で、そこに寝泊りし、歩いて三十分程の山あ

いで溝掘りをするのが仕事であった。確か原少佐

が一緒だった。昼過ぎに着いてすぐ現場に連れて

行かれ、作業内容を聞かされて些かうんざりした

頃、雪がひどくなり、それでもその日は何とかし

のいで日暮れて宿舎に戻った。 

 晩飯のお粗末なのは当時のこと故、さして気に

もならなかったが、酒はないし、寝具がせんべい

布団一枚なのには寒くて閉口した。しかし誰に文

句を言っていいか分らぬし、原さんは例のニコニ

コ顔でなだめにかかるしで、いつの間にか疲れと

共に寝入ってしまった。翌日一日は頑張ったが、

堪忍袋の緒が切れ始め、誰言うとなく話し合いが

始まり、その結果、翌朝飯後出かける迄の間に文

乙一同の相談が纏まり、皆僅かな荷物を分らぬよ

うに持ち、現場に行かぬと昼食にありつけぬので、

ともかく出発した。 

 午前中の作業中に連絡しあい、昼飯後の僅かな

休み時間に三々五々松本へずらかろうということ

になった。他のクラスのことは念頭になかった。

企ては無事成功し、夕方には松本の街で落ち合い、

うなぎを喰って別れた。 

 翌日、一応学校へ出向いた。勿論来ない者も大

分いた。当然ながら学校当局は事態を承知してい

た。県庁より総務課長来校、国家総動員法違反の

旨を述べたが、対応したおメンちゃん（だったと

思う）曰く、「この生徒達は全員身体が悪くなっ

たので、帰校させたものである。明日から身体の

状態に合わせ、校庭の草取りをさせる」でチョン

となった。私は先生方とは親しくなかったが、今

考えると旧制高校教授はたいしたものだと思う。 

 勿論、翌日から登校の要もなく、私は昼間は下

宿にひそみ、薄暗くなって飲みに出かけ（病気と

いうことなので、体育館でバスケットをやるのは
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さすがに憚られた）たりして、自然に冬休みに入

り12月25日昼過ぎの汽車で帰省した。正月休みが

終わって下宿に帰ると小母さんが、「あんたよかっ

たよ。すれ違いに特高が来てね。だけど一杯飲ま

して、上げずに玄関で帰したから大丈夫。二階に

は上がろうとしなかったよ」と言ったのには驚い

た。バスケットと飲み屋一辺倒の私でも、彼等に

つかまる本ぐらいは持っていたから。 

 幸いにして誰一人傷ついた者もなく、二年の三

学期は動員もなくていつの間にか過ぎ、三年になっ

て19年5月から名古屋の矢作化学？に文甲と動員に

行き、卒業（戦後送られてきた卒業証書によると

19年9月20日卒業となっていた）と同時、或いは卒

業を待たずに入隊し（本当に身体の弱かった者は

行かなかった）、私達24回文乙の戦前は終わった。

名古屋で起居を共にしたのは21名であった。 

 私は8月中旬、動員先をきちんと理由付けをして

退散し、松本に戻り、海軍飛行予備学生に受かっ

ていたので、入隊（不思議なことに卒業証書の9月

20日であった）までの間を自分の時間として過ご

すことが出来た。岡田喜秋君に連れられて友人達

と人気のない志賀高原に行ったり、知人の世話で、

夏の（但しヒッソリとした）軽井沢に遊んだりし

たのを思い出す。 

 筋金入りの思想を持って居られた先輩諸兄から

みれば、18年12月の行動は児戯に類するかもしれ

ないが、自然発生的に起きた我々二十名の松高24

回文乙の行動であったと思っている。そして付記

したいのは、この20名の中には、異端者、豪傑は

一人もいなかったということである。皆が普通の

松高生（世が世なればかもしれないが）だったと

いうことである。 

 以上、独断と偏見によっており、また記憶違い

も多々あることと思いますが、クラス諸兄にはお

許し願いたい。 

松校同窓会会誌5号（2010.9.30）より転載   

初出 松高同窓会『縣』第六集（1994） 

 

 

 

昭和21年・入寮以前の記 

久田孝一（28回理甲2） 

私が松高から合格通知を受け取ったのは、昭和

20年２月のことと記憶するが、それから実質的な

松高生としての思誠寮東寮生活を始めた21年９月

迄の期間は、まさに敗戦直前直後の未曾有の世情

の真っ只中であった。松高生にはなったものの、

自宅待機、食糧休暇、休学などで、松高生心得（？）

の中学生の様な宙ぶらりんの状態を余儀なくされ

た。この期間殆ど東京池袋の自宅で暮らしていて、

まだ寮生活の洗礼を受けていなかったから、精神

的には全くのダスキンであった。 

 以下の小文２篇は当時の生活を題材としたもの

で、超非常時下を生きたマイナーな一松高生の記

録として、読んでいただければ幸いである。 

⑴ 焼け跡の栗饅頭 

 終戦翌年の昭和21年１月14日は、私が東京の五

反田で、路上販売なるものを初体験した日である。

松高に籍はあったが、敗戦のドサクサで通学せず、

池袋の自宅で浪々の日々を送っていた私は、戦前

は呉服屋だった父に言われて、時々担ぎ屋の真似

事を父に付いてやっていた。その日は先ず、当時

有名だった新橋の駅前闇市のはずれで、店（？）

をひろげたのだが、忽ち地回りのヤクザがやって

来て、「誰に断って商売してるんだ」とすごまれ

て、ほうほうの態で店を畳み、大風呂敷をしょっ

て逃げ出し、別にあてもなく電車で土地勘の無い

五反田へ来たのだった。今度は駅前闇市から焼け

跡を数分逓信病院の方へ坂を登った歩道の片隅で、

路上に直に新聞紙を広げ商品を並べた。売り物は

栗饅頭一品だけである。この饅頭は、琵琶湖東の

農家手作りの素人くさい商品で、サッカリン入り

小豆餡を詰めて小判型にまとめてあり、外皮の表

面に一刷毛紫色の食紅が塗られていた。砂糖は勿

論、栗色の食紅が手に入らなかったので、有り合

わせの材料で間に合わせていたのだろう。言わば

「代用栗饅頭」とでもいうべき物で、とても正統

な栗饅頭とはいえない様な代物だった。ところが、

さして通行人が多い道ではないのに、開店して半

時間位で売切れてしまった。一時は何人ものお客

から声が掛かり応接にいとま無しという活況を呈

した事を今でも思い出す。とにかくあの頃は、口

に入る物なら何でも、かなり怪しげな食べ物でも、

あっという間に売れてしまう時代だった。 

 １個いくらで全部で何個売ったのか、記録が残っ

ていないのが残念だが、結構な収入になっていた

のではないか。当時、池袋の焼け残りの家と、琵

琶湖東の疎開先（両親の故郷）との間を、かなり

頻繁に行き来していたが、この栗饅頭の売り上げ

が、東海道線交通費を賄う財源になっていたのは

間違いない。 

 それにしても、汽車の切符を手に入れるのが一

苦労だった。始発電車で東京駅へ駆けつけ、八重

洲口の切符売場に着くと、既に蜿蜒長蛇の行列が

出来ていた。長距離列車の切符は此処でしか売っ

ていなかったし、発売枚数も制限されていたのだっ

た。昼頃になってやっと切符が入手できたが、そ

の切符で何とか乗った列車は、当時の事とて窓か
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らの出入りは当たり前、便所の中にも客が乗って

いた。この様な超満員の、しかも夜行列車で何度

も往復していたのだが、今になって考えると、あ

の頃の日本人はろくなものを食べていないのに、

つくづくタフだったと思う。 

⑵ 靖国神社のイースト菌 

 小学生の時から蒸しパンを作るのが得意だった。

いわゆるフクラシ粉を混ぜて練り、適当に寝かせ

てから、御飯蒸しに入れて、強火で一気に蒸しあ

げると、上部がはじけた蒸しパンが出来上がる。

「子供の科学」の付録の面白実験のノリである。 

 終戦直後は、趣味や遊びどころではない、飢え

を凌ぐパン作りに変わった。当時流行ったのは電

気製パン器で、小さな木箱の両端に電極板を取り

付け、その間にパン生地を流し込んで、100ボルト

を加えるだけの、至極簡単な代物だったが、これ

で結構パンが作れた。砂糖と玉子を奮発すると、

カステラのような食感のパンも出来た。当時の昭

和21年６月24日の日記によると、靖国神社、国防

館でパン講習会、とあり、続いて同28日イースト

菌受取の書き込みがある。パン作りの熱意が、イー

スト菌を使った本格的なパン作りへと、17才の少

年を駆り立てていた様だ。焼け残った池袋の家か

ら、市電で30分の講習会場へ通って、無償配布を

受けたのが、イースト菌入りパン種だったのか、

ドライイーストだったのか判然としないが、この

イースト仕込みの電気製パン器による自家製パン

の味は、フクラシ粉のパンとは格段に違い、食パ

ンに近い出来ばえで、味、香り共期待を裏切らな

かった。 

 因みに同月16日の新聞に、南瓜の種が１軒に10

粒ずつ配給され、空き地に蒔いて代用食として育

てる様推奨する記事が載っていた。そういう時代

だったので、靖国神社とイースト菌の取り合わせ

も、さしたる違和感も無かったのだろう。蛇足な

がら、同13日に「カサブランカ」、20日に「望郷」

が相次いで封切られている。 

松高同窓会誌4号（2010.3.31）より転載 

 

 

 

学徒出陣のころ 

小沢行雄（24回理乙2） 

昭和18年12月1日は、もしそういうものがあると

するならば、日本学生史上、特筆大書さるべき日

であろう。敗色漸く濃厚となった大東亜戦争に、

第一線の戦力として、否、当時の陸軍用語でいえ

ば「消耗品」として動員すべく、それまで与えら

れていた徴兵猶予の特典を文科系学生から取り上

げての第一回目の入営、入団日がこの日であった。

あれから三十有余年、まるで昨日の事のようでも

あるし、よくよく思い出そうとすれば総ては茫漠

として記憶がさだかでない。 

いま、昭和19年1月15日発行の校友会雑誌（当時

は『報告団誌』と称しており、この号はその第七

号「学徒壮行記念号」）を前にして、当時の松高

生活を回想してみようと思うのだが、どうしても

断片的な思い出が、それも多分時間が相前後して

浮かんでくるだけである。しかし、あの当時の松

高生活は松高三十有余年の歴史の中で、やはり一

つの特異な時代であったに違いない。当時松高で

生活していた生徒の一人として、何らかの形でこ

の時代のことを記録にとどめておきたいと思う。 

当時は全般に学校の修業年限が短縮されていた

こともあって、夏や冬の休暇は極端に短くなって

いた。この年の夏休みは小学校並みに7月21日に始

まり、8月20日には授業が開始された。 

それから、かれこれ一カ月、23回生の繰上卒業

式が挙行された二日後の9月22日、ラジオニュース

は私達が夢想だにしなかった学徒出陣の報を告げ

たのであった。すなわち、「今まで学生生徒に与

えられていた徴兵猶予の特典を文科系学生からは

全面的に、また理科系学生にあってもある年齢以

上のものからは取り上げて、その第一回目の入営

入団日を12月1日とする」という内容のものであっ

た。 

都塵を離れた信濃の地にあって、多少の生活の

不便さは及んでいたものの、大都会程しめつけも

強くなく、ほぼ昔通りの高校生活を楽しんでいた

私達にとっては、このニュースはまさに大きな衝

撃であった。この間の事情を当時の『報国団誌』

７号は次のように書いている。 

9月22日、この日は我々学徒にとりて忘れる

ことの出来ない日であった。国難ますます激し

く祖国の頭上に迫りつつあったとはいへ、山脈

深き信州の地に静かに勉学にいそしんでゐた

我々はさまで戦をつねに実感し得ないものが

あったのである。それがこの日首相よりの発表

によって我々は無限の警鐘の響を感じたのであ

る。… 

かかる現実の事態に直面して我々の倫理は巨

大なる試練の前に立たされたといってよいであ

ろう。大君の命のままに進むわが大和男児の血

潮はこの直面せる事態に於てかへって平静に和

かになって行った。… 

松高からはとりあえず文科生27名が出陣するこ

とになった。20日に卒業して各大学に散っていっ

た23回生の法文系進学者はその大部分が大学在学
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僅か二カ月有余にしての出陣である。そして東京

の代々木原頭で小雨そぼ降る中を、出陣学徒の大

分列行進が挙行されたのは10月21日であった。こ

の時の模様は、最近の戦前戦中の回顧ニュース映

画にしばしば出てくるが、近しい先輩や同年配が

参加しているこの行進光景に接する度に、往時を

思って涙なしにはいられないのである。 

この学徒出陣の直後だったと思うが、名古屋郊

外で東海中部地方の学生の連合大演習が挙行され、

松高からは理科二年生だった私達がこれに参加し

た。松高の軍事教練はまことにのんびりしたもの

であった。その習慣が一朝一夕で改まる訳もなく、

この大連合演習におけるわが松本中隊は散々なも

のであった。現在の春日井市あたりの演習場で挙

行され、付近の民家に分宿した二日がかりのもの

だったと記憶しているが、松本中隊は敗側にまわっ

た筈である。主催者も松高の教練ぶりを多少は知っ

ていたかもしれない。それにしても、落伍者は出

るわ、途中行方不明者は多いわで、わが松本中隊

は平素の成果を遺憾なく発揮した。ダラしないと

いえばそうであるかも知れないが、当時の切迫し

た世相の中にあっても、松高には自由の空気が色

濃く残っていた現われでもあったと思う。 

10月の下旬になると、校内各種団体の壮行会が、

松本市内や浅間で続々と繰り広げられた。大学か

ら出陣することになった若い先輩達は続々と松本

へと集まってきた。一種騒然たる雰囲気が学校の

内外を支配していた中で、校友会は壮行式典や壮

行練成大会という名称の秋の対類マッチを主催挙

行した。この時掲示板に張り出された檄は次のよ

うである。 

秋正に皇国未曾有の国難ますます深刻の度を

増すの時、南溟の蒼海に、北方の氷山に、はた

また大陸に於ける凄絶なる山嶽戦に、吾人の同

朋父兄は尊き鮮血を流し、空陸海ために変ず。

大東亜の興隆盛なりといえども、その内外の苦

難吾人に迫るものあり。 

今吾等が母校、松本高等学校に学徒動員令下

り、30名に垂んとする勇士筆を捨て銃を執りて

決然国難の最前線に立たんとす。これ松本高等

学校廿三年の歴史に於て曽て無き光栄ある命な

り。国家の興亡を背ふは実に之我等松高生也。

我等学園にありては国民元気の源となり、出で

ては皇軍最強の幹部たらんとす。ああ生を皇国

に享けこのことに会ふ吾人感激おく能はず、誰

か聖恩の広大無辺なるに感泣せざる者あらん

や。ここに栄ある御召しに応ずる同窓の勇士の

ため厳粛雄大なる壮行大会を挙行せんとす。松

高生よ振ひ立て！再びあけざることなき青春の

日を熱情と闘魂もて彩らん。 

この檄文は確かに当時の私達の真情の一端を吐

露したものである。しかし、一面、当時はこのよ

うな表現の仕方しか許されなかったため、やむを

得ずこのような表現になったと思われる面も多い。

この檄のハイライトは末尾の「再びあけざる青春

の日を熱情と闘魂もて彩らん」というところにあっ

たと思う。もう20年近く続いてきた秋の対類マッ

チ、かの『松高小曲』で「春の駅伝サラリと勝っ

て一つ頑張りゃ秋の対類銀の盾」と唄われた対類

マッチも、もうこれが最後になるのかも知れない

という思いが深かったのだ。 

壮行大会は11月7日夕に講堂で挙行された「壮行

の夕」で幕が切って落とされた。音楽部員による

マンドリンの合奏、ピアノ、ヴァイオリン、ギター

の独奏、合唱から文化映画の上映があり、最後は

文甲から始まって理乙２で終る六類の壮行歌の大

合唱で締めくくられたあの夜よ。各類の壮行歌は

あるいは静穏に、あるいは激烈にとそれぞれの真

情を迸り出したものであった。 

翌八日は、朝のうちに壮行式典があって、記念

写真の後にいよいよ類対抗競技である。種目は時

代を反映し、銃剣道、棒倒しなどが新たに加わり、

野球や庭球は姿を消している。二日目の9日は早朝

から小雨がそぼ降っていたが、雨もものかわ若人

の饗宴は夕刻まで飽くることなく繰り広げられた。

この年初めて類として独立した理乙２は全種目に

豊富な陣容を擁し、海老茶の類旗のもと意気軒昂

で総合優勝を遂げた。 

9日夕は校内各所に分散して類毎の祝勝、残念コ

ンパである。思えば、このコンパが松高における

戦前の類として纏まった最後の行事であったよう

である。 

11月半ばを過ぎると信濃路にはや冬の気配であ

る。出陣する友達は一人また一人と松本を去り、

その度に駅頭では 秋高原に_が高らかに鳴り響い

たものだった。 

学徒出陣は12月1日で総てが終わった訳ではな

い。この直後、徴兵年齢が従来の20歳から一つ繰

り下げになり満19歳になっていた。このため昭和

19年の初頭に全国一斉に19歳になったばかりの青

年の兵隊検査があり、これに応ずる特候幹、特操

幹、あるいは海軍予備学生の試験が相次いで実施

され、これらに合格した学生の出陣が19年初頭か

ら相次いだ。このため、浅間や松本市内での松高

生の壮行会、また各種の会合もまたこの頃には多

かった。この18年の秋には、思誠寮でも大きな動

きがあって、私自身がその渦の中に巻き込まれて

いた。 
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9月の終りから10月の初めにかけて、校友会勤労

奉仕部が丹精して育てたサツマイモを思誠寮生が

盗んだことが、大きな事件にデッチ上げられたの

である。 

物理教室や化学教室の間に植えられたサツマイ

モを寮生がちょいちょい失敬したのは事実である。

かく言う私自身も9月末の名月の晩、室友と共にイ

モ掘りに出かけたものである。これがやがて「破

廉恥罪」であるとして糾明されようとは思ってい

なかった。立派なことをしたとは今もって露思っ

ていないけれども、こんなことはいつもやってい

たことである。当時の寮生や運動部員で類似のこ

とをやらなかった者は数少ない存在であったろう。 

これを事件としてとりあげたのは、寮務主任に

なったばかりの永井算巳教授の寮運営方針による

ものであるが、新体制を強く打ち出すための方策

でもあったのであろう。当時、永井教授の言をま

ともに受け止めて慙愧反省していた寮生の心情が

懐かしい。この間の事情は当時の寮生日誌に正直

に描かれているが、書いてあることはあくまでも

一面であって、何でこんなつまらないことを事件

にするのだろうという感情が寮生の心を支配して

いたのも事実である。また「寮の幹事だった小沢

をヤリ玉にあげて、政策的効果を狙ったヤリ口だ」

と述懐した寮友もいたが、これも一面の見方かも

しれない。 

何れにせよ、私自身は、この「イモ事件」の首

謀者として退寮処分を受けた当事者であるので、

多くを語るにはふさわしくない立場にあるわけで

あるが、当時受けた心情的な打撃は大きかった。 

このような事件をきっかけにして、思誠寮の自

治生活に対して学校のしめつけが漸次きつくなっ

てきた。このような雰囲気の中に18年度の記念祭

が挙行され、ここで生み出された寮歌が「若き力

に」である。この寮歌に私達は当時の松高生の心

情が残るところなく詠みこまれていると思うので

ある。時代は18年の晩秋を境にして大きく転回し

たのである。 

松高同窓会「松高創立60周年記念誌」 

『われらの青春ここにありき』（1978.9）より転載 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  同 窓 生 だ よ り   

 

その日暮らし硯  

   11S生物(S51入学) 菅野 修 

 

あらためて数え直してみると、今年で卒業して

35年であったことに気づく。月日の経つのは速い

ものだと言うが、柄にもなく少し感慨にふける自

分がいた。今日は2月11日建国記念日の休日。特に

用事もなくぽっかりと自由時間があたえられた。

日頃の運動不足解消と、メタボ判定での減量指示

もあったので久しぶりに松本駅～お城～大学と散

策しながら、この街の移りゆきを振り返ってみよ

う。車での移動が日常習慣に成ってしまって、た

かがこれだけの距離を歩くのにも億劫になる自分

に叱咤激励しつつ重い腰(体重)を上げて靴紐を結

んだ。 

高校の同級生で数学科OBのI君と一緒に受験で降

り立った松本駅は、木造の駅舎で待ち合い室には

大型のストーブがガンガン燃えており、砂利で敷

き詰められた駅前広場には、クリーム色に青のラ

インの入った松電バスが整然と待機していた。山

岳都市に来たんだなあ、と実感したのを思い出す。

現在の松本駅には当時の大型の木製看板が飾って

あり、なかなかの風格を漂わせている。駅前に立

つと遠くに美ヶ原の姿が見えたが、今ではビルの

陰から垣間見えるだけになってしまった。今も昔

も変わらないのは立ち食い蕎麦のイイダヤ軒とパ

ンのムラタぐらいのものであろうか。どちらの店

にも当時からの看板娘がご健在であるのは健康都

市松本ならではだろうと納得。お蕎麦も焼きたて

のパンも相変わらず美味かった。 

駅前を離れて、女鳥羽川に沿って歩き、縄手通

りを目指す。虹鱒や赤魚の魚影は当時と比べると

やはり少なくなったな、と感じた。時折川の中か

ら鱗光の煌めきや魚影を確認できるとやはり嬉し

いものである。橋の下を覗くと頭上の車の騒音を

物ともせずカルガモの群れが食事中であった。小

さくガンバレとつぶやく。白鷺は直立不動でハン

ティングの真っ最中だった。 

この辺りは商店街が多かった事を思い出す。西

堀、伊勢町、新伊勢町、六九、まだその面影は残っ

てはいるが往時の賑わい、特に雨の日曜の六九商

店街アーケードの人混みが懐かしい。店構えが綺

麗になったけど、たけしやのヤキソバは相変わら

ずあのまんまです。初めて食べた時の、なんなん

じゃこれは⁇、との感想は記憶に鮮明。さて、六九

を抜けて交番前に来たが、かつてそこにあった鶴

林堂ビルは解体され公園になってしまった。ビル

最上階にクレーンという名前のレストランからの



 20 

北アルプスの全貌を眺めた時の感動を思い出す。 

縄手通りはお行儀良くリニューアルされたが、

その賑わいは相変わらずであった。外国からの観

光客の皆さんが多いのには正直驚く。インバウン

ド効果と言うのだろうか。当時映画を見るなら回

数券買ってシネサロンで煙草吸いながら、が定番

だった。今は介護マンションになってしまった。

時代の移りゆきなのかな。映画を見終わると映画

館横のラーメン札幌で塩ラーメンがお約束だった。

映画館が廃業してから札幌はほど近い藤森病院の

そばで娘さんが後を継いで再開したと聞く。縄手

通り商店街も当時から続く店もあれば小洒落たカ

フェ見たいなお店ができていたりする。シャッター

を下ろしている店が一軒も無いことに気づく。み

んな元気だ。ホッとする。 

お城は観光客でごった返していた。雪化粧の北

アルプスと天守閣はいつ見てもやっぱり良い。お

堀に腰まで浸かって水質検査の実習やった事を思

い出す。観光客に見られてチョット恥ずかしかっ

た。お城の外堀を復活させることになったそうで、

南側の住宅地や商店街は徐々に更地になってきた。

どんなに環境が変わっても城の杜のカワセミやコ

ノハズクは棲み続けて欲しいものだ。ふと見上げ

るとチョウゲンボウが視界を横切って消えた。NTT

の電波塔に営巣している個体だと思う。ホテルブ

エナビスタのエレベータータワーのてっぺんにも

別のつがいが営巣している。昨年は幼鳥の飛行訓

練に寄り添う親鳥をしばしば見かけた。今年はど

うしているのかな。 

太鼓門を抜けて市役所前を通り過ぎ、車の往来

を避け住宅街を北上する。途中で北門の大井戸の

湧き水で喉を潤す。ここも松本城湧水群の一つだ

そうだ。私も時々ここに来て水を汲んでコーヒー

を楽しんでいる。軟らかくて良い水です。入学し

て最初にお世話になった下宿の洗面所の水道水が

美味しくてびっくりした。松本にはお茶屋さんや

喫茶店が多いのはこの水のおかげなんだよ、と教

えられた。確かこの辺りに豆腐屋さんがあって評

判良かったな、と思い出して探すが見つからない。

スーパーの進出のせいか、後継者に恵まれなかっ

たためなのか、少し残念。住宅街の庭木はまだま

だ芽吹くには時間がかかりそうかな、と思ってい

たら紫陽花の芽吹きを発見、続いて梅が咲いてい

るのを発見。春近しなのかも。 

付属の脇を歩いて大学西門に向かう。校庭の樹

木に囀る鳥達が大勢いた。ピカドンはまだやって

いるようだった。店の中に灯りと人影があった。

西門から新築された中央図書館を眺め生協前広場

に到着する。入学当時はそれほど大きくなかった

樹々が今では鬱蒼とした樹影を作っている。歳月

を想う。ベンチに腰お下ろし缶コーヒーで一休み。

サークル活動の学生の掛け声や楽器の音が漏れ聞

こえてくる。学生時代に何に打ち込んだのかとい

えば、それはモダンジャズであった。生物学科一

年先輩の野田さんのピアノ、同級生の福田君のド

ラムス、医学部のタクローのアルトサックス、社

会人の立川さんのギター、そして、私のウッドベー

ス。大学祭でのライブは楽しかった。ジャズ喫茶

に改装した10番教室でやりましたっけ。教官の皆

さんも見に来てくれて、何か誇らしい気持ちだっ

た。浅間温泉の赤いピアノのマスターとママが、

あの頃のジャズ研のみんなに会いたがってました

よ。 

さてさて、今日の散策はこれにて終了。歩いた

おかげで少々汗をかきました。浅間温泉までバス

に乗って仙気の湯でリフレッシュしよう。湯上り

の北アルプスの夕焼けに期待しながら、、、。 

 

 

 

「地質学科(4S)シンポジウム（同窓会）記録」 

      4S104(S44入学) 福中 儀明 

①はじめに 

 還暦を過ぎたら同窓会をしたくなる、というの

はどなたも感じることではないでしょうか。地質

学科は学生の頃から飲む機会が多く、飲んで食べ

て語り合うことをシンポジウムと称していました。

古代ギリシアでプラトンとその弟子たちがシンポ

ジオンをしていた故事に倣ったのです。 

 卒業以来42年、久しぶりのシンポジウムをしよ

うと思い立ちました。 

 

②どのようにして住所を調べるか 

 学会に所属していれば会う機会も多いのでしょ

うが、それは一部です。筆者は民間企業でもなく、

私立学校勤務（経営者）ですのでたまたま自宅が

同一県内にある一人としか付き合いがありません。

その一人と会って、研究者として大学からメール

アドレスを公開している人以外は同窓会に問い合

わせるしかないだろう、となりました。 

 とは言っても、個人情報管理に気を遣わなけれ

ばいけないこのご時勢、すぐに教えてくれるわけ

ではありません。森会長の取り計らいにより、「福

中が同窓会を企画している。参加意思があれば福

中にあなたの住所を連絡してくれ」という連絡が

行き、同期卒業生14名中12名の住所が判明したの

です。 
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③宴会場の設定 

 会場はもちろん松本に設定します。筆者は1年に

1～2回は（登山の帰りに）松本に行っており、最

近の街の状況はわかります。親しんだ本屋の鶴林

堂がなくなったのはショックでした。しかし適切

な同窓会場は思い当たりません。困っているとこ

ろに既にご参加連絡を頂いている恩師の小坂先生

から、行きつけのいい店があるから予約しようか、

とのメールが入り、ありがたくお願いすることに

しました。（蔵の町通りの「ときしらず」、皆さ

んに推薦します） 

  

④当日・四合瓶が8本 

 卒業して初めて会う、という人も何人かいまし

たが、少人数の地質学科の親しさで顔がわからな

いということはありません。 

 まずビールで乾杯、ところがジョッキが空にな

らないうちに店の人が「皆さんのためにこれを用

意しました」と日本酒の四合瓶を8本並べるのです。

全て酵母が違います、飲み比べてみてください―

―とのこと。酒を飲まない人はいませんから（最

近の人とはここが違うのです）みんな喜んで飲み

始めます。 

 

⑤反省したくても何も覚えていないこと 

 有意義なシンポジウムになった、と書きたいと

ころですが、実は何も覚えていません。8本の日本

酒の4本目ぐらいを空にしたところから記憶がなく

なっています。後日、参加者三人に聞いてみたと

ころほぼ同様の答えでした。小坂先生のメールで

は「相変わらずの飲みっぷりに驚いたり、あきれ

たりでした」とのこと。 

 でも、暴れて物を壊したり、けんかしたり、と

いうことはありませんでした。飲んで、食べて、

語って、のシンポジウムになっていたことは間違

いありません。 

 

⑥会費は最初に集めましょう 

 会費は幹事の私が最初に集めるのがよいのでしょ

うが、店との打ち合わせをしていないので金額を

決められず後回しにしました。ところが（予想通

りに）集めた記憶がないのです。もう一人の幹事

も同様で、まさか先生に払わせたんじゃないだろ

うな、と心配になりました。 

 たまたま翌朝のホテルの朝食で会った幹事では

ない一人が「俺が集めた。先生には払わせていな

い、大丈夫」と言ってくれたので助かりました。

感謝です。 

 

⑦その後と次回の計画・会長への感謝 

 老後は信州に住む予定で引っ越してくるという

人がいたので、次回は彼に幹事をお願いすること

になりました（記憶がないので推定です）。次回

は今年の10月、理学部創立50周年記念のあとに引

き続いてやろう、ということになりつつあります。

今度は記憶をなくさないように（しかし飲まなけ

ればシンポジウムにならないのですが）気をつけ

て参加しようと思います。 

 同窓会(クラス会)開催のノウハウを書け、との

会長からのお申し付けによりこの原稿を書きまし

た。住所がわかったのは同窓会のおかげです。感

謝申し上げます。 

 皆さんも60過ぎたら（過ぎなくとも）松本で同

窓会をされることをお勧めします。 

 

理学部同窓会報へ掲載する原稿をお寄せください 

理学部同窓会では同窓会報に掲載いただける原稿

を募集しております。講義のこと、ゼミ、実験のこ

と、人々との交流、サークルの思い出、松本のくら

し、学んだことと社会に出て信州大学の学生でよかっ

たと思うこと・・・など、テーマは特にありません。

それぞれ個性あふれる文章をお寄せください。 

原稿提出方法 

・同窓会報半ページの文字数は約1200字です。半ペー

ジを1つの目安に作成ください。文字数はあくまで

も目安です。多くなっても(少なくなっても）構い

ません。 

・電子媒体(word等)で作成頂ければ幸いです。 

・段組み、書体等は編集の際に変更する可能性があ

りますので特にこだわる必要はございません。 

・理学部同窓会事務局 メールアドレス 

rigakudou@shinshu-u.ac.jp へお送り下さい。 

・写真等ありましたら合わせてお送りください。 

写真のみのご提出でも構いません。その場合は，

それぞれの写真へコメントを付けいただけるとあ

りがたいです。 

 同窓会報28号へ掲載希望の方は7月中をめどにお送りく

ださい。現在編集作業中の理学部50周年記念誌へ掲載

希望の方は、編集の都合上、まず、3月中に掲載希望の

旨お知らせください。 

編集の都合上ご寄稿いただいた文章を一部加筆修正

させていただく場合があります。ご了承ください。バッ

クナンバーは理学部同窓会HPでもご覧いただけます。 

 

お詫び 

 理学部同窓会への皆さんからのメール（rigakudou

宛）について、ネット環境に不具合があり、しばらく

の間皆さんからの連絡を読むことができませんでした。

ご返事を差し上げることなど大変遅くなっています。

申し訳ありません。 

 今般回復しましたのでご安心下さい。会報用、秋の

50周年別冊用などに頂いた原稿は編集に廻しました。

住所変更などは早急に対応できるよう手配をしていま

す。急いでいますが、不備なことがあるかも知れませ

ん。誠におそれいりますが、再点検をしますのでお許

し下さい。 

             信州大学理学部同窓会 
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―――――――――    学 科 同 窓 会 よ り    ――――――――― 

物理同窓会の報告 

 

信州大学物理同窓会は、文理学部及び理学部の

物理学専攻の学生及び職員のOB/OGを含む同窓会

です。１９９８年５月の第一回設立総会から来年

は２０周年を迎えようとしていますが、文理学部

の設立以来６７年の歴史に比べるとまだまだ若い

同窓会です。理学部同総会と同様に、入学時から

会員資格を持っているのですが、実質的に把握で

きている会員は名簿上で300人程度であり、積極的

な参加を募っております。物理卒業生には是非と

も下記ウェブサイトからの登録をお願いいたしま

す。 

 物理同窓会の活動は、年１回の会員総会、現役

学生向けの就職セミナー、そして優秀学生への表

彰の副賞授与などです。物理同窓会は下記のWEB

サイトにて積極的な情報発信を行うと共に、会員

向けには季刊のメールマガジンや適宜の松本だよ

りとしてのメール配信を行っています。事務局メ

ンバーは毎月１回のSKYPE会議に参加して同窓会

の各行事の運営その他について協議し、その議事

録は月々会員に配信されています。 

物理同窓会の総会は、最近は松本と東京とを交

互に開催されてきており、今年の第19回物理会総

会の東京開催につきまして下記に案内させて頂き

ます。 

全国の国立大学再編の中で、信州大学におきま

しても学科の大改変が実施され、物理学科(物理科

学科)は物理学コースと変わりました。母校の現状

と今後について知り考える機会をご提供出来るよ

う総会の内容を検討中です。記念講演の講師は長

年本会会長をつとめていただいている根建恭典氏。

信州大学を巡る情勢についてお話いただきます。 

          記 

（1）開催日：2016年5月28日（土）（予定） 

受付   午後1：45～   

年次総会 午後2：00～2：30 

講演会  午後2：30～3：20  

懇親会  午後3：30～5：00 

（2）会 場： 大手町サンケイプラザ 

（東京・大手町 Tel.03-3273-2258） 

（2）講演会 

講師：根建 恭典さん 

（文理9回/松崎研究室 調布市在住） 

演題：「信大理学部の過去・現在・未来」 

（4）参加費：10,000円（30歳以下7,000円） 

当日、会場でお支払いください 

信州大学物理同窓会のサイトは下記のとおり。

http://www.supaa.com/    文責：６S太平 

第13回松本化学学士会総会報告  

 

 平成27年10月31日（土）松本キャンパスにて第

13回松本化学学士会総会・懇親会を開催しました。

前回より総会の時期を見直し、今回も大学祭に合

わせての開催となりました。当番幹事は8Sの田村

祐二さんと横井晃さんに担当していただきました。

総会では「学生支援基金（仮称）」の設立につい

て宮下副会長から提案があり，今後の議論の進め

方について説明がありました（本件については，

追って会員の皆様にご意見を伺う予定です）。記

念講演会では，8Sの篠原久典さん（名古屋大学大

学院理学研究科教授）に「研究は好奇心と出会い

から」の演題でご講演いただきました。また，本

総会に出席していただく予定でしたが昨年9月に逝

去された横井政時先生を偲び，横井研究室の卒業

生の皆様に当時の思い出について語っていただき

ました。次回総会も大学祭に合わせて開催する予

定です。是非多くの皆様がご参加くださいますよ

うお願いいたします。

 

 

 

第12回松本化学学士会関東支部総会 

及び同窓会を開催 

 

第12回松本化学学士会関東支部総会及び同窓会

を、11月21日(土)に新宿のライオン会館「安具楽

亭」で開催致しました。総勢10名の出席で行われ

ました(例年は15名前後の会員が出席しています)。 

本年は松本の本部（松本化学同窓会）から副会

長の宮下さんにも出席いただき、14時からの高木

直美（理学部１回卒）支部長の開会挨拶に始まる

総会に引き続き、15時からの懇親会と同窓会が和

やかに開催されました。懐かしい話や近況の情報

交換など、多彩な話題に盛り上がりました。今回

はその懇親会終了時の集合写真を掲示します。文

理時代の先輩諸氏も元気いっぱい、まだまだ若さ

とバイタリティーを感じさせ、我々後輩は多くの
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パワーを頂きました。 

約二時間ほど大いに飲み、話を咲かせ一旦散会

しましたが、話の尽きない殆どの面々は継続して

二次会へと流れ、大盛況のうちに無事終了致しま

した。 

 

本同窓会は従来、原則的に11月の第二週の土曜

日開催となっています。ただし、現状では10月に

開催案内状を配布する直前に事務局を中心として

正式な開催日を決定し、案内を作成・配布するた

め、既に予定が入り参加出来ない会員が目立って

いました。そこで、次回の開催は正式に2016年11

月12日(土)とし、早めの連絡にて多くの会員に参

加して頂く事が総会にて決議されました。関東に

お住まいの同窓会メンバーで今回欠席された方々

は是非次回はご参加下さい。2016年同窓会は最低

でも20名以上の会員の皆さんの出席を目標にした

いと事務局では考えております。なお、今年は本

部にて会員名簿の発行を予定していますので、本

会の開催連絡や出席依頼を含めてメールアドレス

を把握したエリア内会員にはまず、第一報を行い、

事務局員で分担を行い、皆さんとコミュニケーショ

ンを取らさせて頂く予定ですので、ご了承下さい。 

なお、今年は会費振込の年であり（会費は２年

間有効：２年間で1,000円）、大勢の会員方々に再

び会費納入をお願いする予定です。過去、会費を

納入頂いた会員は延べ約80名でありまして、これ

までの会費納入につきましてもこの場をお借りし、

謹んで御礼申し上げます。会費納入率は、文理学

部や理学部初期卒業の高齢会員が高く、同窓会出

席者もこれに伴い多い状況となっておりますので、

是非若い世代にもっと参加して頂き、同窓会を更

に盛り上げて行きたいと考えております。若い世

代の同窓生の皆さん、是非ご協力下さい。 

これからも広い世代の会員諸氏のご賛同を得な

がら、将来的には大学の化学講座へ直接貢献する

とともに、社会貢献活動を活発に展開する同窓会

組織を目指して参ります。 

松本化学学士会関東支部事務局長 

 中川二郎 （理学部13回卒） 

生物同窓会 総会報告 

 

平成 27年 11月 1日（日）、信州大学理学部に

て平成 27年度生物同窓会総会を開催しました。平

成 26年度の活動・会計報告、平成 27年度の事業

計画案および予算案が審議され、すべてが暖かい

拍手のもと承認されました。ご出席いただきまし

た皆様、ありがとうございました。総会議事録は

生物同窓会 HPに公開してありますので、ご参加で

きなかった会員の皆様も内容を確認することがで

きます。総会後の懇親会では、乾杯の後、堀井日

香里さん（09S）と上田昇平さん（98S）にご講演

いただき、研究の話題や思い出話など話題の尽き

ることのない中、盛況のうち無事終了しました。

次回の総会も大学祭に合わせて開催する予定です。

是非多くの皆様がご参加くださいますようお願い

いたします。同窓会への皆様のご意見お待ちして

おります。住所変更などございましたらご連絡下

さい。今後もご協力のほどよろしくお願い申し上

げます。 

連絡先：〒390-8621 松本市旭 3-1-1 

 信州大学理学部北支援室 生物同窓会事務局

宛、または email: shinshu.bio@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本をお譲り下さい 

今年度も、何人もの同窓生の方から、書籍をお送

りいただきました。また退官された先生方からも書

籍をお譲りいただきました。思い出のある貴重な蔵

書をありがとうございました。 

今夏、昨年から繰り越しになっていた本と合わせ

て自然シリーズにて学生さんへお配りしました。当

日ブースでは、幾人もの学生さんが「待ってました。」

「楽しみにしていました。」と声をかけてくれまし

た。 

また，この夏の「自然誌科学館（自然シリーズ）」

にて「古本市」を開催し、同窓生の方から現役の学

生の皆様へ書籍のリレーのお手伝いをさせていただ

ければと思います。皆さんの蔵書で「譲ってもいい」

というお手元にある自然科学に関する不用になった

本がありましたら、理学部内同窓会事務局宛にお送

りいただければ幸いです。 

誠に申し訳ありませんが送料をご負担ください。 

 

送付先： 

〒390-8621松本市旭3－1－1 

信州大学理学部内 信州大学理学部同窓会宛 

同窓会スタッフ募集 
理学部同窓会各学科同窓会では同窓会活動をこれまで以

上に豊かにするため、スタッフの充実が重要な課題となっ

ております。同窓会をお手伝いして頂ける役員・スタッフ

を募集しています。学年、年齢を超えた仲間と同窓会を一

緒に盛り上げませんか？ ご興味・ご関心がある方はお気軽

にお問い合わせ下さい。 

連絡先：rigakudou@shinshu-u.ac.jp 
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―――――――――   訃   報   ――――――――― 

 
横井政時先生（化学科）が昨年9月20日にお亡くなりになられました。鷺坂修二先生（物理学科）が昨年10月14

日にお亡くなりになりました。お二人について宮地良彦先生に哀悼の文章をお寄せいただきました。また、名古

屋大学からお越しになられた安達健五先生（物理学科）は本年2月2日にお亡くなりましたのでお伝えします。謹

んでお悔やみ申し上げます。 

 

 

横井政時先生を悼む       宮地 良彦  

私が横井先生とお近づきに

なったのは、昭和41年（1961）

4月の信州大学理学部創立の

時でした。それ以来先生は理

学部化学科の教授として、大

学院生や学部学生の指導に当

たられるほか、昭和47年

（1973）から2年間は信州大学学生部長として、さ

らに昭和53年（1978）からの2年間は信州大学理学

部長として、大学の運営にも当たられました。さ

らにまた現役最後の年の平成3年（1991）から信州

大学退官後の平成7年（1995）まで、放送大学諏訪

地区学習センター長として生涯教育に力を尽くさ

れました。人の話によく耳を傾けられる先生のや

さしいお人柄は、各地から集まる老若の学生たち

に慕われたと伺っております。 

ソウル生まれの先生は京城帝国大学から戦後内

地へ帰還されて、名古屋大学へと進まれました。

先生との長いお付き合いの間に当時の状況につい

て何もお聞きすることはありませんでしたが、さ

ぞご苦労なされたことと思います。あの戦後のご

経験が先生の冷静さと思慮深さの根源にあったの

ではないかと私は考えています。 

先生と私とは同じ大正生まれという年齢の近さ

もあって、前半の25年は信州大学理学部の同僚と

して、後半は敬愛しざっくばらんに何でも思った

ことを話し合える心の友として長い間ご親交を続

けさせていただきました。先生は私にとって百年

の知己であり心の友でした。わたくしの後半生の

中で、これほどすぐれた知性とお知り合いになる

ことができた大きな喜びとともに、その知己を失っ

た深い悲しみを、私は今心の底で噛みしめており

ます。先生に先立たれて、私は心の中の太い柱が

音を立てて崩れてゆくような思いです。こんな私

の繰り言を聞きながら、先生はきっとあのいつも

の温顔で、ご自分のことよりもこの私のことを心

配してくださっているに違いありません。横井政

時先生、安らかにお眠り下さい。長年賜ったご厚

情に心から御礼申し上げながらお別れの言葉とい

たします。

鷺坂先生のこと         宮地 良彦 

わたしが鷺坂先生とお近づきに

なったのは、昭和41（1966）年の

理学部発足がきっかけである。 

鷺坂先生は、天下の秀才の集ま

る旧制第一高等学校を経て名古屋

大学理学部物理学科に進まれ、関

戸弥太郎教授の宇宙線研究室をご

卒業後、上田の繊維学部で一般教育の物理を担当

されていたのであるが、当時信州大学が計画した

機構改革に伴って信州大学の一般教育が松本に統

合されるとともに、文理学部自然科学科が理学部

に改組されることになったのを機会に、理学部物

理学科の電子物理学講座にお移りいただくことに

なったのである。 

私はそれまで鷺坂先生とは全くお目にかかった

ことはなかったのだが、穏やかなお人柄と面倒見

の良さによって、創設間もない物理学教室に大き

な力となってくださった。信州大学の理学部に地

方大学には珍しい宇宙線の実験研究を行う講座が

出来上がったのは、名古屋大学の宇宙線研究室と

相談されて、森覚先生や安江新一先生をお呼びす

るなどの組織作りをしていただいた鷺坂先生のご

努力によるものである。 

その後も先生は長年にわたって学生の指導や教

室の運営にお力添えいただき、平成２年（1990）

には、鷺坂先生と、辻村先生そして私の三人が同

年に定年を迎えることとなった。 

鷺坂先生は東京生まれの東京育ちで、旧制一高

へはお父上のご勤務の関係で宮城内の官舎から通

学されたと聞いている。学生時代から健康にはあ

まり自信がなかったようだが、折り紙などについ

て深いご見識をお持ちだったと後になって伺って

驚いたものである。 

しばらく前から体調を崩されてご入院とは伺っ

ていたが、理学部創設時からご一緒だった先生が

亡くなられたと聞いて、心の支えがぽっきりと折

れたような思いを禁じ得ない。心からお悼み申し

上げる次第である。 

 （物理同窓会会報より転載させていただきました。） 

 


